
JP 2016-107134 A 2016.6.20

10

(57)【要約】
【課題】発光演出に用いる装飾部材の美観を損なわない
ようにすることができる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機は、本体と、本体に対して開閉可能
に取り付けられたフロントドアと、フロントドアに取り
付けられた基板と、基板に実装された光源と、装飾部材
とを備える。装飾部材は、基板の端面に係合する係合部
を有し、光が入射することにより発光する。光源は、装
飾部材の係合部に近接して対向する。光源から出射され
た光は、装飾部材の端面から入射する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体と、
　前記本体に対して開閉可能に取り付けられたフロントドアと、
　前記フロントドアに取り付けられた基板と、
　前記基板に実装された光源と、
　前記基板の端面に係合する係合部を有し、光が入射することにより発光する装飾部材と
、を備え、
　前記光源は、前記装飾部材の前記係合部に近接して対向し、
　前記光源から出射された光は、前記装飾部材の端面から入射する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記基板は、前記装飾部材の両側に配置された第１基板及び第２基板から構成されてお
り、
　前記第１基板及び前記第２基板に実装された光源から出射された光は、前記装飾部材の
両端面から入射する
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、前扉（フリントドア）の下部に、装飾パネルを設けた遊技機が知られている
（特許文献１参照）。装飾パネルには、例えば、機種を識別可能なロゴタイプやキャラク
タ等の装飾が施されている。このような遊技よれば、遊技中に視線の向かい難い前扉の下
部を利用して、機種を識別可能な情報を報知することができ、遊技者が遊技する機種を選
択する際の目安を設けることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０１３６８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されたような従来の装飾パネルは、単なる平板状のパ
ネルであり、デザイン性が低かった。そこで、装飾パネルのデザイン性を高めて、訴求効
果の向上を図ることが望まれていた。
【０００５】
　一方、装飾パネルは、間隙が生じるように組み立てられると、その間隙から遊技機の内
部へ異物が挿入されて不正行為が行われる可能性がある。したがって、不正行為が行われ
難い装飾パネルが望まれている。特に、装飾パネルに前後方向に延びる間隙がある場合は
、遊技機の内部へ異物を挿入し易くなる。
　また、発光演出に用いる装飾部材の美観を損なわないようにすることができる遊技機が
望まれている。
【０００６】
　本発明の目的は、上記従来技術における実情を考慮し、発光演出に用いる装飾部材の美
観を損なわないようにすることができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の遊技機を提供する。
【０００８】
　本体（例えば、後述のキャビネット２ａ）と、
　前記本体に対して開閉可能に取り付けられたフロントドア（例えば、後述のフロントド
ア２ｂ）と、
　前記フロントドアに取り付けられた基板と、
　前記基板に実装された光源と、
　前記基板の端面に係合する係合部を有し、光が入射することにより発光する装飾部材と
、を備え、
　前記光源は、前記装飾部材の前記係合部に近接して対向し、
　前記光源から出射された光は、前記装飾部材の端面から入射する
　ことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　また、前記本発明の遊技機は、
　前記基板は、前記装飾部材の両側に配置された第１基板及び第２基板から構成されてお
り、
　前記第１基板及び前記第２基板に実装された光源から出射された光は、前記装飾部材の
両端面から入射するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、発光演出に用いる装飾部材の美観を損なわないようにすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態の遊技機における機能フローを説明する説明図である。
【図２】本発明の一実施形態の遊技機における外観構成例を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルの正面図である。
【図４】本発明の一実施形態の遊技機における内部構造を示すものであり、フロントドア
を開いた状態の斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態の遊技機が備える回路の全体構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態の遊技機における副制御回路の内部構成を示すブロック図で
ある。
【図７】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルの分解斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルの要部断面図である。
【図９】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルの保護カバーの縦断面図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルの保護カバーの横断面図
である。
【図１１】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの分解斜視図である。
【図１３】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの上部カバーの分解斜視
図である。
【図１４】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルのロゴ導光部品組立体の
斜視図である。
【図１５】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルのロゴ導光部品組立体の
背面図である。
【図１６】本発明の一実施形態の遊技機におけるフロントパネルのロゴ導光板の端部拡大
図である。
【図１７】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの扉本体の分解斜視図で
ある。
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【図１８】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの傾動部品の分解斜視図
である。
【図１９】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの軸部材の分解斜視図で
ある。
【図２０】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの扉支持部材の分解斜視
図である。
【図２１】本発明の一実施形態の遊技機における右扉が初期位置にある状態の右可動ユニ
ットの正面図である。
【図２２】図３１に示すＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図２３】本発明の一実施形態の遊技機における右扉が回動途中の右可動ユニットの正面
図である。
【図２４】図３３に示すＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図２５】本発明の一実施形態の遊技機における右扉が回動後の右可動ユニットの正面図
である。
【図２６】図３５に示すＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態の遊技機における右可動ユニットの右扉が回動後のフロン
トパネルの縦断面図である。
【図２８】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの斜視図である。
【図２９】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの分解斜視図である。
【図３０】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの可動部品の分解斜視
図である。
【図３１】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットのベース部品の分解斜
視図である。
【図３２】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットのスライダの斜視図で
ある。
【図３３】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの駆動機構の分解斜視
図である。
【図３４】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットのギヤ列の斜視図であ
る。
【図３５】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの付勢部材の分解斜視
図である。
【図３６】図２８に示すＤ－Ｄ線に沿う断面図である。
【図３７】図２８に示すＥ－Ｅ線に沿う断面図である。
【図３８】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの可動部品が初期位置
にある状態の付勢部材を示す説明図である。
【図３９】本発明の一実施形態の遊技機における可動部品が回動途中である状態の中央可
動ユニットの斜視図である。
【図４０】図３９に示すＦ－Ｆ線に沿う断面図である。
【図４１】図３９に示すＧ－Ｇ線に沿う断面図である。
【図４２】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの可動部品が回動途中
である状態の付勢部材を示す説明図である。
【図４３】本発明の一実施形態の遊技機における可動部品が回動終了位置にある状態の中
央可動ユニットの斜視図である。
【図４４】図４３に示すＨ－Ｈ線に沿う断面図である。
【図４５】図４３に示すＩ－Ｉ線に沿う断面図である。
【図４６】本発明の一実施形態の遊技機における中央可動ユニットの可動部品が回動終了
位置にある状態の付勢部材を示す説明図である。
【図４７】本発明の一実施形態の遊技機における可動部品が演出位置にある状態の中央可
動ユニットの斜視図である。
【図４８】図４７に示すＪ－Ｊ線に沿う断面図である。
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【図４９】本発明の一実施形態の遊技機における可動部品が演出位置にある状態のフロン
トパネルの正面図である。
【図５０】本発明の一実施形態の遊技機におけるフレキシブルフラットケーブの取り付け
構造を模式的に示す説明図である。
【図５１】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの分解斜視図である。
【図５２】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの縦断面図である。
【図５３】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルのロゴ投光部材の分解斜視図
である。
【図５４】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルのロゴ投光部材の要部断面図
である。
【図５５】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの発光部材の分解斜視図であ
る。
【図５６】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの発光ベースの分解斜視図で
ある。
【図５７】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの要部断面図である。
【図５８】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの回転灯の分解斜視図である
。
【図５９】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの縦断面図である。
【図６０】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの回転灯の分解斜視図である
。
【図６１】本発明の一実施形態の遊技機における腰部パネルの第１筒部品の斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態を示す遊技機であるパチスロについて、図１～図６１を参照しなが
ら説明する。はじめに、図１を参照して、遊技機の実施の形態に係る機能フローについて
説明する。
【００１３】
　本実施の形態のパチスロでは、遊技を行うための遊技媒体としてメダルを用いる。なお
、遊技媒体としては、メダル以外にも、コイン、遊技球、遊技用のポイントデータ又はト
ークン等を適用することもできる。
【００１４】
　遊技者によりメダルが投入され、スタートレバーが操作されると、予め定められた数値
の範囲（例えば、０～６５５３５）の乱数から１つの値（以下、乱数値）が抽出される。
【００１５】
　内部抽籤手段は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役を決定する。こ
の内部抽籤手段は、後述する主制御回路が担う。内部当籤役の決定により、後述の入賞判
定ラインに沿って表示を行うことを許可する図柄の組合せが決定される。なお、図柄の組
合せの種別としては、メダルの払い出し、再遊技の作動、ボーナスの作動等といった特典
が遊技者に与えられる「入賞」に係るものと、それ以外のいわゆる「ハズレ」に係るもの
とが設けられている。
【００１６】
　また、スタートレバーが操作されると、複数のリールの回転が行われる。その後、遊技
者により所定のリールに対応するストップボタンが押されると、リール停止制御手段は、
内部当籤役とストップボタンが押されたタイミングとに基づいて、該当するリールの回転
を停止する制御を行う。このリール停止制御手段は、後述する主制御回路が担う。
【００１７】
　パチスロでは、基本的に、ストップボタンが押されたときから規定時間（１９０ｍｓｅ
ｃ又は７５ｍｓｅｃ）内に、該当するリールの回転を停止する制御が行われる。本実施形
態では、この規定時間内にリールの回転に伴って移動する図柄の数を「滑り駒数」と呼ぶ
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。規定期間が１９０ｍｓｅｃである場合には、滑り駒数の最大数を図柄４個分に定め、規
定期間が７５ｍｓｅｃである場合には、滑り駒数の最大数を図柄１個分に定める。
【００１８】
　リール停止制御手段は、入賞に係る図柄の組合せ表示を許可する内部当籤役が決定され
ているときは、通常、１９０ｍｓｅｃ（図柄４コマ分）の規定時間内に、その図柄の組合
せが入賞判定ラインに沿って極力表示されるようにリールの回転を停止させる。また、リ
ール停止制御手段は、例えば、第２種特別役物であるチャレンジボーナス（ＣＢ）及びＣ
Ｂを連続して作動させるミドルボーナス（ＭＢ）の動作時には、１つ以上のリールに対し
て、規定時間７５ｍｓｅｃ（図柄１コマ分）内に、その図柄の組合せが入賞判定ラインに
沿って極力表示されるようにリールの回転を停止させる。さらに、リール停止制御手段は
、遊技状態に対応する各種規定時間を利用して、内部当籤役によってその表示が許可され
ていない図柄の組合せが入賞判定ラインに沿って表示されないようにリールの回転を停止
させる。
【００１９】
　こうして、複数のリールの回転がすべて停止されると、入賞判定手段は、入賞判定ライ
ンに沿って表示された図柄の組合せが、入賞に係るものであるか否かの判定を行う。この
入賞判定手段は、後述する主制御回路が担う。入賞判定手段により入賞に係るものである
との判定が行われると、メダルの払い出し等の特典が遊技者に与えられる。パチスロでは
、以上のような一連の流れが１回の遊技として行われる。
【００２０】
　また、パチスロでは、前述した一連の流れの中で、液晶表示装置などの表示装置により
行う映像の表示、各種ランプにより行う光の出力、スピーカにより行う音の出力、或いは
これらの組合せを利用して様々な演出が行われる。
【００２１】
　スタートレバーが操作されると、上述した内部当籤役の決定に用いられた乱数値とは別
に、演出用の乱数値（以下、演出用乱数値）が抽出される。演出用乱数値が抽出されると
、演出内容決定手段は、内部当籤役に対応づけられた複数種類の演出内容の中から今回実
行するものを抽籤により決定する。この演出内容決定手段は、後述する副制御回路が担う
。
【００２２】
　演出内容が決定されると、演出実行手段は、リールの回転開始時、各リールの回転停止
時、入賞の有無の判定時等の各契機に連動させて対応する演出を実行する。このように、
パチスロでは、内部当籤役に対応づけられた演出内容を実行することによって、決定され
た内部当籤役（言い換えると、狙うべき図柄の組合せ）を知る機会又は予想する機会が遊
技者に提供され、遊技者の興味の向上を図ることができる。
【００２３】
＜パチスロの構造＞
　次に、図２～図４を参照して、本実施形態におけるパチスロの構造について説明する。
【００２４】
［外観構造］
　図２は、パチスロ１の外部構造を示す斜視図である。
【００２５】
　図２に示すように、パチスロ１は、外装体２を備えている。外装体２は、リールや回路
基板等を収容する本体であるキャビネット２ａと、キャビネット２ａに対して開閉可能に
取り付けられるフロントドア２ｂとを有している。
　キャビネット２ａの両側面には、把手７が設けられている（図２では一側面の把手７の
みを示す）。この把手７は、パチスロ１を運搬するときに手をかける凹部である。
【００２６】
　フロントドア２ｂは、ドア本体９と、フロントパネル１０と、表示装置の一具体例を示
す液晶表示装置１１（図３参照）と、腰部パネル１２とを備えている。
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　ドア本体９は、ヒンジ（不図示）を用いてキャビネット２ａに開閉可能に取り付けられ
ている。ヒンジは、パチスロ１の前方からドア本体９を見た場合に、ドア本体９における
左側の端部に設けられている。
【００２７】
　図３は、フロントパネル１０の正面図である。
　キャビネット２ａの内部には、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが横並びに設けられてい
る。以下、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを、それぞれ左リール３Ｌ、中リール３Ｃ、右リー
ル３Ｒという。各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、円筒状に形成されたリール本体と、リール
本体の周面に装着された透光性のシート材を有している。シート材の表面には、複数（例
えば２１個）の図柄が周方向に沿って所定の間隔をあけて描かれている。
【００２８】
　液晶表示装置１１は、ドア本体９の上部に取り付けられており、映像の表示による演出
を実行する。この液晶表示装置１１は、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに描かれた図柄を
表示する表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒを含む表示部（表示画面）１１ａを備える。本実施形態
では、表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒを含む表示部１１ａの全体を使って、映像の表示が行われ
、演出が実行される。
【００２９】
　表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒは、例えばアクリル板等の透明な部材で形成されている。この
表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒは、正面（遊技者側）から見て、３つのリールの配置領域と重畳
する位置に設けられ、かつ、３つのリールより手前（遊技者側）に位置するように設けら
れる。したがって、遊技者は、表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒを介して、表示窓４Ｌ，４Ｃ，４
Ｒの背後に設けられた３つのリールを視認することができる。
【００３０】
　本実施形態では、表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒは、その背後に設けられた対応するリールの
回転が停止したとき、各リールに描かれた複数種類の図柄のうち、連続して配置された３
つの図柄を表示できる大きさに設定されている。すなわち、表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒの枠
内には、リール毎に上段、中段及び下段の各領域が設けられ、各領域に１個の図柄が表示
される。そして、本実施形態では、左リール３Ｌの中段領域、中リール３Ｃの中段領域、
及び、右リール３Ｒの中段領域を結ぶラインを、入賞か否かの判定を行う入賞判定ライン
として定義する。
【００３１】
　フロントパネル１０は、ドア本体９の上部に取り付けられており、液晶表示装置１１を
覆う大きさに設定されている。このフロントパネル１０は、液晶表示装置１１の表示部１
１ａ側に重畳して配置され、液晶表示装置１１の表示部１１ａを露出させるパネル開口１
０１ａを有する装飾枠１０１と、装飾枠１０１の前面を覆う保護カバー１０２（図２参照
）とを有している。
【００３２】
　装飾枠１０１には、ランプ群２１と、演出用スイッチ２２Ｌ，２２Ｒが設けられている
。ランプ群２１は、例えば、図３中のランプ２１ａ，２１ｂを含む。このランプ群２１は
、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）等で構成され、演出内容に対応するパターンで、光を
点灯及び消灯する。演出用スイッチ２２Ｌ，２２Ｒは、それぞれ装飾枠１０１の左右の側
部に設けられている。
【００３３】
　また、装飾枠１０１には、中央可動ユニット１０５と、左可動ユニット１０６と、右可
動ユニット１０７とが取り付けられている。
【００３４】
　中央可動ユニット１０５は、装飾枠１０１内の上方における中央部に配置されており、
後述する可動部品３０９を有している。中央可動ユニット１０５は、例えば、特定の演出
が行われる場合に、初期位置（図３参照）にある可動部品３０９を、左右方向に延びる軸
を中心に回動させると共に、下降させる。これにより、可動部品３０９は、液晶表示装置
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１１の表示部１１ａの一部を覆う位置まで移動する。
【００３５】
　左可動ユニット１０６は、装飾枠１０１内の左側方に配置されており、後述する左扉１
８８を有している。また、右可動ユニット１０７は、装飾枠１０１内の右側方に配置され
ており、後述する右扉１８９を有している。左扉１８８及び右扉１８９は、適当な厚みを
有する略長方形の板状に形成されており、初期位置において、一方の平面が前方を向いて
いる。
【００３６】
　左可動ユニット１０６は、例えば、所定の演出が行われる場合に、初期位置（図３参照
）にある左扉１８８を、上下方向に延びる軸を中心に回動させる。また、右可動ユニット
１０７は、例えば、所定の演出が行われる場合に、初期位置にある右扉１８９を、上下方
向に延びる軸を中心に回動させる。なお、パチスロ１では、所定の演出が行われる場合に
おいて、左扉１８８と右扉１８９のいずれか一方を回動させてもよく、左扉１８８と右扉
１８９の両方を回動させてもよい。
【００３７】
　図２に示すように、腰部パネル１２には、台座部１３が形成されている。この台座部１
３には、遊技者の操作対象となる各種装置（メダル投入口１４、ＭＡＸベットボタン１５
Ａ、１ＢＥＴボタン１５Ｂ、スタートレバー１６、ストップボタン１７Ｌ，１７Ｃ，１７
Ｒ、精算ボタン１８）が設けられている。
【００３８】
　メダル投入口１４は、遊技者によって外部からパチスロ１に投下されるメダルを受け入
れるために設けられる。メダル投入口１４から受け入れられたメダルは、所定枚数（例え
ば３枚）を上限として１回の遊技に使用され、所定枚数を超えた分は、パチスロ１の内部
に預けることができる（いわゆるクレジット機能）。
【００３９】
　ＭＡＸベットボタン１５Ａ及び１ＢＥＴボタン１５Ｂは、パチスロ１の内部に預けられ
ているメダルから１回の遊技に使用する枚数を決定するために設けられる。また、精算ボ
タン１８は、パチスロ１の内部に預けられているメダルを外部に引き出す（排出する）た
めに設けられる。
【００４０】
　スタートレバー１６は、全てのリール（３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）の回転を開始するために設
けられる。ストップボタン１７Ｌ，１７Ｃ，１７Ｒは、それぞれ、左リール３Ｌ、中リー
ル３Ｃ、右リール３Ｒに対応づけて設けられ、各ストップボタンは対応するリールの回転
を停止するために設けられる。以下、ストップボタン１７Ｌ，１７Ｃ，１７Ｒを、それぞ
れ左ストップボタン１７Ｌ、中ストップボタン１７Ｃ、右ストップボタン１７Ｒという。
【００４１】
　また、図２には示さないが、台座部１３には、７セグメントＬＥＤ（Light Emitting D
iode）からなる７セグ表示器６（図５参照）が設けられている。この７セグ表示器６は、
特典として遊技者に対して払い出すメダルの枚数（以下、払出枚数）、パチスロ１の内部
に預けられているメダルの枚数（以下、クレジット枚数）等の情報をデジタル表示する。
【００４２】
　ドア本体９の下部には、メダル払出口２４、メダル受皿２５、スピーカ２０Ｌ，２０Ｒ
等が設けられている。メダル払出口２４は、後述のメダル払出装置３３の駆動により排出
されるメダルを外部に導く。メダル受皿２５は、メダル払出口２４から排出されたメダル
を貯める。また、スピーカ２０Ｌ，２０Ｒは、演出内容に対応する効果音や楽曲等の音を
出力する。
【００４３】
［内部構造］
　次に、パチスロ１の内部構造を、図４を参照しながら説明する。
　図４は、パチスロ１の内部構造を示す斜視図である。
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【００４４】
　キャビネット２ａは、正面側の一面が開口された略直方体状に形成されている。このキ
ャビネット２ａ内の上部には、後述の主制御回路４１（図５参照）を構成する主基板３１
が設けられている。主制御回路４１は、内部当籤役の決定、各リールの回転及び停止、入
賞の有無の判定等の、パチスロ１における遊技の主な動作及び該動作間の流れを制御する
回路である。なお、主制御回路４１の具体的な構成は後述する。
【００４５】
　キャビネット２ａ内の中央部には、３つのリール（左リール３Ｌ、中リール３Ｃ及び右
リール３Ｒ）が設けられている。なお、図４には示さないが、各リールは、所定の減速比
を有する歯車を介して対応する後述のステッピングモータ（図５中のステッピングモータ
６１Ｌ，６１Ｃ，６１Ｒのいずれか）に接続される。
【００４６】
　キャビネット２ａ内の下部には、多量のメダルを収容可能であり、かつ、それらを１枚
ずつ排出可能な構造を有するメダル払出装置３３（以下、ホッパー３３という）が設けら
れている。また、キャビネット２ａ内における、ホッパー３３の一方の側部（図４に示す
例では左側）には、パチスロ１が有する各装置に対して必要な電力を供給する電源装置３
４が設けられている。
【００４７】
　フロントドア２ｂの裏面側（表示画面側とは反対側の部分）における上部には、後述の
副制御回路４２（図５及び図６参照）を構成する副基板３２が設けられている。副制御回
路４２は、映像の表示等による演出の実行を制御する回路である。なお、副制御回路４２
の具体的な構成は後述する。
【００４８】
　さらに、フロントドア２ｂの裏面側における略中央部には、セレクタ３５が設けられて
いる。セレクタ３５は、メダル投入口１４（図２参照）を介して外部から投入されたメダ
ルの材質や形状等が適正である否かを選別する装置であり、適正であると判定したメダル
をホッパー３３に案内する。また、図４には示さないが、セレクタ３５内においてメダル
が通過する経路上には、適正なメダルが通過したことを検出するメダルセンサ３５Ｓ（図
５参照）が設けられている。
【００４９】
＜パチスロが備える回路の構成＞
　次に、パチスロ１が備える回路の構成について、図５及び図６を参照して説明する。
　図５は、パチスロ１が備える回路全体のブロック構成図である。図６は、副制御回路の
内部構成を示すブロック構成図である。
【００５０】
　パチスロ１は、主制御回路４１、副制御回路４２、及び、これらの回路と電気的に接続
される周辺装置（アクチュエータ）を備える。
【００５１】
［主制御回路］
　主制御回路４１は、主に、回路基板（主基板３１）上に設置されたマイクロコンピュー
タ５０により構成される。それ以外の構成要素として、主制御回路４１は、クロックパル
ス発生回路５４、分周器５５、乱数発生器５６、サンプリング回路５７、表示部駆動回路
６４、ホッパー駆動回路６５、及び、払出完了信号回路６６を含む。
【００５２】
　マイクロコンピュータ５０は、メインＣＰＵ５１、メインＲＯＭ（Read Only Memory）
５２及びメインＲＡＭ（Random Access Memory）５３により構成される。
【００５３】
　メインＲＯＭ５２には、メインＣＰＵ５１により実行される各種処理の制御プログラム
、内部抽籤テーブル等のデータテーブル、副制御回路４２に対して各種制御指令（コマン
ド）を送信するためのデータ等が記憶されている。メインＲＡＭ５３には、制御プログラ



(10) JP 2016-107134 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

ムの実行により決定された内部当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられてい
る。
【００５４】
　メインＣＰＵ５１には、クロックパルス発生回路５４、分周器５５、乱数発生器５６及
びサンプリング回路５７が接続されている。クロックパルス発生回路５４及び分周器５５
は、クロックパルスを発生する。なお、メインＣＰＵ５１は、発生されたクロックパルス
に基づいて、制御プログラムを実行する。また、乱数発生器５６は、予め定められた範囲
の乱数（例えば、０～６５５３５）を発生する。そして、サンプリング回路５７は、発生
された乱数の中から１つの値を抽出する。
【００５５】
　マイクロコンピュータ５０の入力ポートには、各種スイッチ及びセンサ等が接続される
。メインＣＰＵ５１は、各種スイッチ等からの入力信号を受けて、ステッピングモータ６
１Ｌ，６１Ｃ，６１Ｒ等の周辺装置の動作を制御する。
【００５６】
　ストップスイッチ１７Ｓは、左ストップボタン１７Ｌ、中ストップボタン１７Ｃ、右ス
トップボタン１７Ｒのそれぞれが遊技者により押されたこと（停止操作）を検出する。ス
タートスイッチ１６Ｓは、スタートレバー１６が遊技者により操作されたこと（開始操作
）を検出する。精算スイッチ１８Ｓは、精算ボタンが遊技者により押されたことを検出す
る。
【００５７】
　メダルセンサ３５Ｓは、メダル投入口１４に投入されたメダルがセレクタ３５内を通過
したことを検出する。また、ベットスイッチ１５Ｓは、ベットボタン（ＭＡＸベットボタ
ン１５Ａ又は１ＢＥＴボタン１５Ｂ）が遊技者により押されたことを検出する。
【００５８】
　また、マイクロコンピュータ５０により動作が制御される周辺装置としては、３つのス
テッピングモータ６１Ｌ，６１Ｃ，６１Ｒ、７セグ表示器６及びホッパー３３がある。ま
た、マイクロコンピュータ５０の出力ポートには、各周辺装置の動作を制御するための駆
動回路が接続される。
【００５９】
　モータ駆動回路６２は、左リール３Ｌ、中リール３Ｃ、右リール３Ｒに対応してそれぞ
れ設けられた３つのステッピングモータ６１Ｌ，６１Ｃ，６１Ｒの駆動を制御する。リー
ル位置検出回路６３は、発光部と受光部とを有する光センサにより、リールが一回転した
ことを示すリールインデックスをリール毎に検出する。
【００６０】
　３つのステッピングモータ６１Ｌ，６１Ｃ，６１Ｒのそれぞれは、その運動量がパルス
の出力数に比例し、回転軸を指定された角度で停止させることが可能な構成を有する。ま
た、各ステッピングモータの駆動力は、所定の減速比を有する歯車を介して、対応するリ
ールに伝達される。そして、各ステッピングモータに対して１回のパルスが出力されるご
とに、対応するリールは一定の角度で回転する。
【００６１】
　メインＣＰＵ５１は、各リールのリールインデックスを検出してから対応するステッピ
ングモータに対してパルスが出力された回数をカウントすることによって、各リールの回
転角度（具体的には、リールが図柄何個分だけ回転したか）を管理する。
【００６２】
　ここで、各リールの回転角度の管理を具体的に説明する。各ステッピングモータに対し
て出力されたパルスの数は、メインＲＡＭ５３に設けられたパルスカウンタ（不図示）に
よって計数される。そして、図柄１個分の回転に必要な所定回数（例えば１６回）のパル
スの出力がパルスカウンタで計数されるごとに、メインＲＡＭ５３に設けられた図柄カウ
ンタ（不図示）の値に、「１」が加算される。なお、図柄カウンタは、リール毎に設けら
れる。そして、図柄カウンタの値は、リール位置検出回路６３によってリールインデック
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スが検出されるとクリアされる。
【００６３】
　すなわち、本実施形態では、図柄カウンタの値を管理することにより、リールインデッ
クスが検出されてから図柄何個分の回転動作が行われたのかを管理する。それゆえ、各リ
ールの各図柄の位置は、リールインデックスが検出される位置を基準として検出される。
【００６４】
　なお、表示部駆動回路６４は、７セグ表示器６の動作を制御する。ホッパー駆動回路６
５は、ホッパー３３の動作を制御する。また、払出完了信号回路６６は、ホッパー３３に
設けられたメダル検出部３３Ｓが行うメダルの検出を管理し、ホッパー３３から外部に排
出されたメダルが所定の払出枚数に達したか否かをチェックする。
【００６５】
［副制御回路］
　図５及び図６に示すように、副制御回路４２は、主制御回路４１と電気的に接続され、
主制御回路４１から送信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行等の処理を行う
。副制御回路４２は、基本的には、図６に示すように、サブＣＰＵ８１、サブＲＯＭ８２
、サブＲＡＭ８３、レンダリングプロセッサ８４、描画用ＲＡＭ８５、及び、ドライバ８
６を含む。さらに、副制御回路４２は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）９０、オー
ディオＲＡＭ９１、Ａ／Ｄ（Analog to Digital）変換器９２、アンプ９３、中央可動ユ
ニット駆動回路９６、左可動ユニット駆動回路９７、右可動ユニット駆動回路９８、及び
、回転灯駆動回路９９を含む。
【００６６】
　サブＣＰＵ８１は、主制御回路４１から送信されたコマンドに応じて、サブＲＯＭ８２
に記憶されている制御プログラムに従い、映像、音、光の出力制御を行う。なお、サブＲ
ＯＭ８２は、基本的には、プログラム記憶領域及びデータ記憶領域を有する。
【００６７】
　プログラム記憶領域には、サブＣＰＵ８１が実行する各種制御プログラムが記憶される
。なお、プログラム記憶領域に格納される制御プログラムには、例えば、主制御回路４１
との通信を制御するための主基板通信タスク、演出用乱数値を抽出して演出内容（演出デ
ータ）の決定及び登録を行うための演出登録タスク、決定した演出内容に基づいて液晶表
示装置１１による映像の表示を制御するための描画制御タスク、ランプ群２１による光の
出力を制御するためのランプ制御タスク、スピーカ２０Ｌ，２０Ｒによる音の出力を制御
するための音声制御タスク等のプログラムが含まれる。
【００６８】
　データ記憶領域には、例えば、各種データテーブルを記憶する記憶領域、各種演出内容
を構成する演出データを記憶する記憶領域、映像の作成に関するアニメーションデータを
記憶する記憶領域、ＢＧＭや効果音に関するサウンドデータを記憶する記憶領域、光の点
消灯のパターンに関するランプデータを記憶する記憶領域等の各種記憶領域が含まれる。
【００６９】
　サブＲＡＭ８３は、決定された演出内容や演出データを登録する格納領域や、主制御回
路４１から送信される内部当籤役等の各種データを格納する格納領域などを有する。
【００７０】
　また、副制御回路４２には、図６に示すように、液晶表示装置１１、スピーカ２０Ｌ，
２０Ｒ、ランプ群２１、中央可動ユニット１０５、左可動ユニット１０６、右可動ユニッ
ト１０７、及び、回転灯５４３等の周辺装置が接続されている。つまり、これらの周辺装
置の動作は、副制御回路４２により制御される。
【００７１】
　本実施形態では、サブＣＰＵ８１、レンダリングプロセッサ８４、描画用ＲＡＭ８５（
フレームバッファを含む）及びドライバ８６は、演出内容により指定されたアニメーショ
ンデータに従って映像を作成し、該作成した映像は液晶表示装置１１により表示される。
【００７２】
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　また、サブＣＰＵ８１、ＤＳＰ９０、オーディオＲＡＭ９１、Ａ／Ｄ変換器９２及びア
ンプ９３は、演出内容により指定されたサウンドデータに従ってＢＧＭ等の音をスピーカ
２０Ｌ，２０Ｒにより出力する。さらに、サブＣＰＵ８１は、演出内容により指定された
ランプデータに従ってランプ群２１の点灯及び消灯を行う。
【００７３】
　サブＣＰＵ８１及び中央可動ユニット駆動回路９６は、演出内容により指定された中央
可動ユニット駆動データに従って中央可動ユニット１０５の駆動を行う。つまり、中央可
動ユニット１０５は、特定の演出が行われる場合に駆動して、可動部品３０９を液晶表示
装置１１の表示部１１ａの一部を覆う位置まで移動させる。
【００７４】
　また、サブＣＰＵ８１及び左可動ユニット駆動回路９７は、演出内容により指定された
左可動ユニット駆動データに従って左可動ユニット１０６の駆動を行う。サブＣＰＵ８１
及び右可動ユニット駆動回路９８は、演出内容により指定された右可動ユニット駆動デー
タに従って右可動ユニット１０７の駆動を行う。また、サブＣＰＵ８１及び回転灯駆動回
路９９は、演出内容により指定された回転灯駆動データに従って回転灯５４３の駆動を行
う。
【００７５】
＜フロントパネルの構成＞
　次に、フロントパネル１０の構成について、図７を参照して説明する。
　図７は、フロントパネル１０の分解斜視図である。
【００７６】
　図７に示すように、フロントパネル１０は、装飾枠１０１と、装飾枠１０１の前面を覆
う保護カバー１０２と、装飾枠１０１に取り付けられる中央可動ユニット１０５、左可動
ユニット１０６、及び、右可動ユニット１０７とを備えている。
【００７７】
［装飾枠］
　装飾枠１０１は、フロント部の一具体例を示すものであり、パネル開口１０１ａを有す
る矩形の枠状に形成されている。この装飾枠１０１は、上枠部１１１、下枠部１１２、左
枠部１１３、及び、右枠部１１４を有している。装飾枠１０１は、樹脂に混合物を混ぜて
射出成型することで、表面に模様が生じるように形成されている。このような成型により
表面に模様を生じさせるには、例えば、射出ゲートの位置等を調整するとよい。
【００７８】
　上枠部１１１には、前方に開口する複数の上係合孔１１１ａが設けられている。複数の
上係合孔１１１ａの開口は、それぞれ横長の長方形に形成されている。これら複数の上係
合孔１１１ａには、保護カバー１０２の後述する上係合片１２６が挿入される。
【００７９】
　また、左枠部１１３には、前方に開口する複数の左係合孔１１３ａが設けられており、
右枠部１１４には、前方に開口する複数の右係合孔１１４ａが設けられている。複数の左
係合孔１１３ａ及び右係合孔１１４ａの開口は、それぞれ縦長の長方形に形成されている
。複数の左係合孔１１３ａ及び右係合孔１１４ａには、保護カバー１０２の後述する左係
合片１２７及び右係合片１２８が挿入される。
【００８０】
［保護カバー］
　次に、保護カバー１０２について、図７～図１０を参照して説明する。
　図８は、フロントパネル１０の要部断面図である。図９は、保護カバー１０２の縦断面
図である。図１０は、保護カバー１０２の横断面図である。
【００８１】
　図７に示すように、保護カバー１０２は、透光性を有する合成樹脂により形成されてお
り、前方を向く前面部１２１と、上方を向く上面部１２２と、下方を向く下面部１２３と
、側方を向く左側面部１２４及び右側面部１２５とを有している。
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【００８２】
　前面部１２１の下部には、演出用スイッチ２２Ｌ，２２Ｒを露出させるためのスイッチ
用切り欠き１２１ａ，１２１ｂが形成されている。これらスイッチ用切り欠き１２１ａ，
１２１ｂは、演出用スイッチ２２Ｌ，２２Ｒの外形に応じた円弧状に形成されている。
【００８３】
　上面部１２２の端面には、複数の上係合片１２６が設けられている。複数の上係合片１
２６は、上下方向に略直交する平面を有する平板状に形成されており、可撓性を有してい
る。また、複数の上係合片１２６の上面（一方の平面）には、係合突条１２６ａが設けら
れている。
【００８４】
　図８に示すように、上係合片１２６を装飾枠１０１の複数の上係合孔１１１ａに挿入す
ると、係合突条１２６ａが、装飾枠１０１の上枠部１１１に設けた係止凸部１１１ｂに係
合する。そして、係合突条１２６ａが係止凸部１１１ｂに係合した後、装飾枠１０１の上
枠部１１１には、押圧部材１１６が取り付けられる。
【００８５】
　押圧部材１１６は、上係合片１２６の下面（他方の平面）に当接し、上係合片１２６の
撓み変形を防止（規制）する。これにより、係合突条１２６ａと係止凸部１１１ｂとの係
合が外れ難くなり、保護カバー１０２が装飾枠１０１から外れないようにすることができ
る。
【００８６】
　保護カバー１０２の左側面部１２４及び右側面部１２５は、前後方向の中間部で前面部
１２１と連続している。これにより、左側面部１２４及び右側面部１２５は、前面部１２
１よりも前方に突出する突出片１２４Ａ及び突出片１２５Ａを有している。左側面部１２
４及び右側面部１２５の前方を向く端面は、突出片１２４Ａ及び突出片１２５Ａ側の端面
であり、中央部が最も前方に突出するような円弧状に形成されている。
【００８７】
　図９に示すように、左側面部１２４の後方を向く端面には、複数の左係合片１２７が設
けられている。また、右側面部１２５の後方を向く端面には、複数の右係合片１２８が設
けられている。複数の左係合片１２７及び複数の右係合片１２８は、左右方向に略直交す
る平面を有する平板状に形成されている。
【００８８】
　右側面部１２５には、装飾部１２５ａが設けられている。この装飾部１２５ａは、右側
面部１２５の外面の一部にシボ加工を施すことにより形成されている。この装飾部１２５
ａは、装飾枠１０１の右係合孔１１４ａの奥に設けた不図示の光源から発射された光を受
けて発光する。なお、右側面部１２５において、装飾部１２５ａが設けられていない領域
は、光を透過する透光部である。
【００８９】
　また、左側面部１２４には、右側面部１２５の装飾部１２５ａと同様の装飾部（不図示
）が設けられている。左側面部１２４の装飾部（不図示）は、装飾枠１０１の左係合孔１
１３ａの奥に設けた不図示の光源から発射された光を受けて発光する。なお、左側面部１
２４において、装飾部が設けられていない領域は、光を透過する透光部である。
【００９０】
　図９及び図１０に示すように、上面部１２２、左側面部１２４及び右側面部１２５の厚
みｔ１は、前面部１２１の厚みｔ２よりも大きい。これにより、保護カバー１０２の耐久
性を確保すること、或いは、保護カバー１０２の耐久性を向上させることができる。また
、前面部１２１を介した液晶表示装置１１の表示部１１ａや可動ユニット１０５，１０６
，１０７の視認性を確保することができる。
【００９１】
　一方、上面部１２２、左側面部１２４及び右側面部１２５を介した可動ユニット１０５
，１０６，１０７等の視認性は、前面部１２１を介した場合よりも低い。そこで、本実施
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形態では、左側面部１２４及び右側面部１２５に装飾部を設けて発光させる。これにより
、左側面部１２４及び右側面部１２５を介した可動ユニット１０５，１０６，１０７等の
視認性が、前面部１２１を介した場合よりも低くいことを遊技者が認識し難くなる。
【００９２】
　また、右側面部１２５の装飾部１２５ａは、透光部（右側面部１２５における装飾部１
２５ａが設けられていない領域）よりも前方に形成されているため、透光部よりも遊技者
に近い。これにより、装飾部１２５ａが発光する演出を遊技者が認識し易くなる。
　なお、右側面部１２５の厚みｔ１から装飾部１２５ａの厚みを除いた厚みと、左側面部
１２４の厚みｔ１から装飾部（不図示）の厚みを除いた厚みは、厚みｔ２よりも小さい。
【００９３】
　さらに、保護カバー１０２を装飾枠１０１に取り付ける構造が、光源（不図示）の光を
保護カバー１０２へ導く構造を兼ねるため、両構造を配置するためのスペースを削減する
ことができる。
【００９４】
［右可動ユニットの構成］
　次に、右可動ユニット１０７の構成について、図１１～図２０を参照して説明する。
【００９５】
　図１１は、右可動ユニット１０７の斜視図である。図１２は、右可動ユニット１０７の
分解斜視図である。
　右可動ユニット１０７は、左可動ユニット１０６と左右対称に形成されており、同様の
構成部品によって組み立てられている。そのため、ここでは、右可動ユニット１０７を例
に挙げて、その構成部品について説明する。
【００９６】
　図１１及び図１２に示すように、右可動ユニット１０７は、上部カバー１３４と、扉本
体１３５と、扉駆動機構１３６とを備えている。
【００９７】
　上部カバー１３４は、扉本体１３５の上方に配置され、装飾枠１０１の上枠部１１１に
固定される。この上部カバー１３４は、扉駆動機構１３６の上部を覆う。扉本体１３５は
、上下方向に延びる第１回動軸２３１を有しており、後述の右扉１８９が第１回動軸２３
１を中心に回動する。扉駆動機構１３６は、右扉１８９を回動させるための駆動力を発生
させ、第１回動軸２３１に伝達する。
【００９８】
　図１３は、上部カバー１３４の分解斜視図である。
　図１３に示すように、上部カバー１３４は、カバー本体１４１と、導光板１４２と、装
飾発光部１４３とを有している。
【００９９】
　カバー本体１４１は、後方が開口されている横長の直方体状に形成されており、前面部
１５１と、上面部１５２と、下面部１５３と、左右の側面部１５４，１５５とを有してい
る。前面部１５１には、開口部１５１ａが設けられている。この開口部１５１ａは、前面
部１５１の中央から左側の領域を開口している。
【０１００】
　前面部１５１の内面には、ＬＥＤ基板１５７が取り付けられており、このＬＥＤ基板１
５７の左側半分は、開口部１５１ａから露出されている。ＬＥＤ基板１５７の左側の端面
には、一対の係合溝１５７ａ，１５７ａが形成されている。これら一対の係合溝１５７ａ
，１５７ａには、後述の演出用導光板１６２（図１４参照）が係合する。また、ＬＥＤ基
板１５７の前方を向く平面１５７ｂには、複数のＬＥＤ１５８ａと、ＬＥＤ１５８ｂ（図
１４参照）が実装されている。
【０１０１】
　前面部１５１において、開口部１５１ａの右側方には、光透過部１５１ｂが設けられて
いる。この光透過部１５１ｂは、透光性を有する合成樹脂によって略四角形に形成されて



(15) JP 2016-107134 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

おり、鳥の目を模した装飾部となっている。光透過部１５１ｂには、ＬＥＤ基板１５７に
実装されたＬＥＤ１５８ｂ（図１４参照）が対向している。ＬＥＤ１５８ｂから出射した
光は、光透過部１５１ｂを透過する。これにより、光透過部１５１ｂが発光する演出が行
われる。
【０１０２】
　導光板１４２は、横長の長方形に形成されたベース部１４２ａと、ベース部１４２ａに
連続して斜め下方に延びる光出射部１４２ｂとを有している。この導光板１４２には、対
向する複数のＬＥＤ１５８ａから出射された光が入射する。そして、導光板１４２は、入
射した光を光出射部１４２ｂへ導き、光出射部１４２ｂの前方を向く平面から出射させる
。
【０１０３】
　装飾発光部１４３は、カバー本体１４１の開口部１５１ａを塞ぐ。この装飾発光部１４
３は、鳥のくちばしを模した装飾部となっており、平面形状が円弧状に形成された前板部
１５９と、前板部１５９の周縁に設けられた側板部１６０とを有している。
【０１０４】
　前板部１５９には、透光性を有する合成樹脂によって形成された光透過部１５９ａが設
けられている。光透過部１５９ａは、導光板１４２の光出射部１４２ｂに対向している。
光出射部１４２ｂから出射した光は、前板部１５９の光透過部１５９ａを透過する。これ
により、光透過部１５９ａが発光する演出が行われる。
【０１０５】
　また、側板部１６０には、ＬＥＤ基板１５７の一対の係合溝１５７ａ，１５７ａに対向
する切欠き（不図示）が設けられている。この切欠きには、後述の演出用導光板１６２（
図１４参照）の端部が貫通する。
【０１０６】
　ここで、ロゴ導光部品組立体について、図１４～図１６を参照して説明する。
　図１４は、ロゴ導光部品組立体の斜視図である。図１５は、ロゴ導光部品組立体の背面
図である。図１６は、演出用導光板１６２の端部拡大図である。
【０１０７】
　図１４及び図１５に示すように、ロゴ導光部品組立体１６１は、右可動ユニット１０７
のＬＥＤ基板１５７と、左可動ユニット１０６のＬＥＤ基板１６７と、ＬＥＤ基板１５７
，１６７に架け渡される演出用導光板１６２とを有している。
【０１０８】
　ＬＥＤ基板１６７の右側の端面には、一対の係合溝１６７ａ，１６７ａが形成されてい
る。これら一対の係合溝１６７ａ，１６７ａには、演出用導光板１６２が係合する。また
、ＬＥＤ基板１６７の前方を向く平面１６７ｂには、複数のＬＥＤ１６８ａと、ＬＥＤ１
６８ｂが実装されている。
【０１０９】
　演出用導光板１６２は、円弧状の板体からなり、両端部に係合部１６３，１６４が設け
られている。演出用導光板１６２の係合部１６３，１６４は、それぞれＬＥＤ基板１５７
，１６７に係合する。また、演出用導光板１６２の前方を向く平面１６２ａには、パチス
ロ１に関連する文字列からなる発光演出部１６５が形成されている。
【０１１０】
　演出用導光板１６２は、光を導光する導光部材に対し、光が漏れないように蒸着加工を
施した後に、レーザー加工によって発光演出部１６５を設けることにより形成される。こ
れにより、演出用導光板１６２は、両端部の端面から入射した光を発光演出部１６５に導
き、発光演出部１６５から出射させる。
【０１１１】
　図１５に示すように、ＬＥＤ基板１５７の後方を向く平面１５７ｃには、ＬＥＤ１５８
ｃが実装されている。このＬＥＤ１５８ｃは、一対の係合溝１５７ａ，１５７ａ間に配置
されており、演出用導光板１６２の一端部の端面に向けて光を出射する。
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【０１１２】
　また、ＬＥＤ基板１６７の後方を向く平面１６７ｃには、ＬＥＤ１６８ｃが実装されて
いる。このＬＥＤ１６８ｃは、一対の係合溝１６７ａ，１６７ａ間に配置されており、演
出用導光板１６２の他端部の端面に向けて光を出射する。上述したように。演出用導光板
１６２は、両端部の端面から入射した光を発光演出部１６５から出射させる。これにより
、演出用導光板１６２の発光演出部１６５が発光する演出が行われる。
【０１１３】
　次に、係合部１６３，１６４について説明する。なお、係合部１６３，１６４は、同様
の形状に形成されているため、ここでは、係合部１６４を例に挙げてその構成について説
明する。
　図１６に示すように、係合部１６４は、第１挟持突部１７１と、一対の第２挟持突部１
７２，１７３と、一対の溝挿入突部１７４，１７５から構成されている。
【０１１４】
　第１挟持突部１７１は、演出用導光板１６２の一端部の端面から略垂直に突出している
。この第１挟持突部１７１は、演出用導光板１６２の幅方向の中央部であり、且つ、演出
用導光板１６２の平面１６２ａ側に配置されている。第１挟持突部１７１は、後方を向く
当接面１７１ａを有している。
【０１１５】
　第１挟持突部１７１の当接面１７１ａは、ＬＥＤ基板１５７（図１４参照）の平面１５
７ｂに当接する。これにより、演出用導光板１６２の後方への移動が規制される。
【０１１６】
　一対の第２挟持突部１７２，１７３は、演出用導光板１６２の一端部の端面から略垂直
に突出している。これら第２挟持突部１７２，１７３は、演出用導光板１６２の幅方向の
両側であり、且つ、演出用導光板１６２の後方を向く平面側に配置されている。一対の第
２挟持突部１７２，１７３は、前方を向く当接面１７２ａ，１７３ｂを有している。
【０１１７】
　一対の第２挟持突部１７２，１７３の当接面１７２ａ，１７３ａは、ＬＥＤ基板１５７
（図１４参照）の平面１５７ｃに当接する。これにより、演出用導光板１６２の前方への
移動が規制される。
【０１１８】
　一対の溝挿入突部１７４，１７５は、演出用導光板１６２の一端部の端面から略垂直に
突出しており、それぞれ第２挟持突部１７２，１７３の当接面１７２ａ，１７３ａに連続
している。これら溝挿入突部１７４，１７５は、演出用導光板１６２の幅方向の両側であ
り、且つ、演出用導光板１６２の平面１６２ａ側に配置されている。
　なお、本発明に係る溝挿入突部としては、演出用導光板１６２の平面１６２ａと後方を
向く平面との中間部に設けてもよい。
【０１１９】
　一対の溝挿入突部１７４，１７５は、ＬＥＤ基板１５７の一対の係合溝１５７ａ，１５
７ａに挿入される。これにより、演出用導光板１６２の上下方向への移動、及び、右方（
側方）への移動が規制される。
【０１２０】
　また、演出用導光板１６２の係合部１６３がＬＥＤ基板１６７に係合することにより、
演出用導光板１６２の前方、後方、上下方向、及び、左方（側方）への移動が規制される
。その結果、演出用導光板１６２は、ＬＥＤ基板１５７，１６７に安定した状態で固定さ
れる。
【０１２１】
　このように、演出用導光板１６２がＬＥＤ基板１５７，１６７に係合させることにより
、演出用導光板１６２がＬＥＤ基板１５７，１６７に固定される。これにより、ＬＥＤ１
５８ｃ，１６８ｃに対する演出用導光板１６２の位置決めを容易に且つ高精度に行うこと
ができる。
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【０１２２】
　さらに、ねじ等の固定部材を使用せずに、演出用導光板１６２をＬＥＤ基板１５７，１
６７に固定することができる。その結果、固定部材の削減を図ることができると共に、演
出用導光板１６２の美観を損なわないようにすることができる。そして、ＬＥＤ１５８ｃ
，１６８ｃと演出用導光板１６２の相対的な位置がずれないため、演出用導光板１６２を
複雑な形状にしても、発光演出部１６５を確実に発光させることができる。
【０１２３】
　また、演出用導光板１６２は、端面に係合部１６３が設けられ、その端面から入射した
光を発光演出部１６５へ導く。これにより、演出用導光板１６２をＬＥＤ基板１５７，１
６７の側方に配置することができる。つまり、演出用導光板１６２をＬＥＤ基板１５７，
１６７の端面に対向して配置することができる。
【０１２４】
　その結果、演出用導光板１６２を配置する場所の自由度を高めることができる。さらに
、演出用導光板１６２とＬＥＤ基板１５７，１６７とを前後方向に並べる必要が無いため
、演出用導光板１６２と他の演出部材（例えば、後述の可動部品３０９）とを前後方向に
対向させて配置することができる。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、演出用導光板１６２を円弧状に形成したが、本発明に係る演出
用導光板は、ＬＥＤ基板に係合する係合部を有していれば、形状を適宜設定することがで
きる。
【０１２６】
　図１７は、扉本体１３５の分解斜視図である。
　図１２及び図１７に示すように、扉本体１３５は、扉外装体１８１と、傾動部品１８３
と、軸部材１８４とを備えている。扉外装体１８１と、傾動部品１８３は、右扉１８９を
構成している。この右扉は、本発明に係る回動部材の一具体例を示す。
【０１２７】
　扉外装体１８１は、第１扉外装体１８５と、第２扉外装体１８６から構成されている。
この扉外装体１８１は、本発明に係る外装体の一具体例を示す。
【０１２８】
　第１扉外装体１８５は、ドア板部１９１と、上面部１９２と、下面部１９３とを有して
いる。ドア板部１９１は、下辺が小さい台形の板状に記載されている。このドア板部１９
１は、右扉１８９が初期位置に配置された状態（図１１参照）において、前方を向く外面
１９１ａと、第２扉外装体１８６に対向する内面１９１ｂと有している。
【０１２９】
　ドア板部１９１の外面１９１ａには、装飾突部１９５と、装飾透光部１９６が設けられ
ている。装飾突部１９５は、複数の葉を模した形状とされており、外面１９１ａの上半分
の領域に形成されている。装飾透光部１９６は、装飾突部１９５の下方に配置されている
。装飾透光部１９６は、透光性を有する合成樹脂によって形成されている。
【０１３０】
　上面部１９２は、ドア板部１９１の上辺に沿って延びる略長方形の板状に形成されてい
る。この上面部１９２には、軸用切欠き１９２ａと、軸受け挿入溝１９２ｂが設けられて
いる。軸用切欠き１９２ａは、上面部１９２における第２扉外装体１８６に対向する端面
に設けられており、上下方向から見て半円状に形成されている。
【０１３１】
　軸受け挿入溝１９２ｂは、上面部１９２の第２扉外装体１８６に対向する端面において
、厚み方向の中間部に設けられており、水平方向に延びている。この軸受け挿入溝１９２
ｂには、軸部材１８４における後述の軸上固定部材２３５の係合片２３５ｂが挿入される
。
【０１３２】
　下面部１９３は、ドア板部１９１の下辺に沿って延びる略長方形の板状に形成されてい
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る。この下面部１９３には、軸用切欠き１９３ａが設けられている。軸用切欠き１９３ａ
は、下面部１９３における第２扉外装体１８６に対向する端面に設けられており、上下方
向から見て半円状に形成されている。軸用切欠き１９３ａは、上下方向で軸用切欠き１９
２ａに対向している。
【０１３３】
　第２扉外装体１８６は、第１扉外装体１８５にねじや接着剤等の固定部材を用いて取り
付けられている。この第２扉外装体１８６は、ドア板部２０１と、上面部２０２と、下面
部２０３と、側面部２０４とを有している。
【０１３４】
　ドア板部２０１は、下辺が小さい台形の板状に記載されている。このドア板部２０１は
、右扉１８９が初期位置に配置された状態（図１１参照）において、後方を向く外面２０
１ａと、第１扉外装体１８５の内面１９１ｂに対向する内面２０１ｂと有している。
【０１３５】
　第２扉外装体１８６の内面２０１ｂには、傾動軸２０６が回動可能に取り付けられてい
る。この傾動軸２０６は、内面２０１ｂに対して略垂直に延びており、傾動部品１８３の
後述する軸嵌合孔２１８，２１９に嵌合する嵌合部２０６ａを有している。これにより、
傾動部品１８３は、傾動軸２０６と一体に回転する。
　なお、本発明に係る傾動部品としては、扉外装体に固定された傾動軸に回動可能に取り
付けてもよい。この場合は、傾動部品が傾動軸に対して回動する。
【０１３６】
　上面部２０２は、ドア板部２０１の上辺に沿って延びる略長方形の板状に形成されてい
る。この上面部２０２には、軸用切欠き２０２ａと、軸受け挿入溝２０２ｂが設けられて
いる。軸用切欠き２０２ａは、上面部２０２における第１扉外装体１８５に対向する端面
に設けられており、上下方向から見て半円状に形成されている。
【０１３７】
　第２扉外装体１８６を第１扉外装体１８５に取り付けると、軸用切欠き２０２ａは、第
１扉外装体１８５の軸用切欠き１９２ａに水平方向で対向し、円形の上嵌合孔を形成する
。この上嵌合孔には、軸上固定部材２３５の嵌合筒２３５ａが嵌合される。
【０１３８】
　軸受け挿入溝２０２ｂは、上面部２０２の第１扉外装体１８５に対向する端面において
、厚み方向の中間部に設けられており、水平方向に延びている。この軸受け挿入溝２０２
ｂには、軸部材１８４における後述の軸上固定部材２３５の係合片２３５ｂが挿入される
。
【０１３９】
　下面部２０３は、ドア板部２０１の下辺に沿って延びる板状に形成されている。この下
面部２０３には、軸用切欠き２０３ａが設けられている。軸用切欠き２０３ａは、下面部
２０３における第１扉外装体１８５に対向する端面に設けられており、上下方向から見て
半円状に形成されている。軸用切欠き２０３ａは、上下方向で軸用切欠き２０２ａに対向
している。
【０１４０】
　第２扉外装体１８６を第１扉外装体１８５に取り付けると、軸用切欠き２０３ａは、第
１扉外装体１８５の軸用切欠き１９３ａに水平方向で対向し、円形の下嵌合孔を形成する
。この下嵌合孔には、軸部材１８４における後述の軸下固定部材２３６が回動不可能に嵌
合される。
【０１４１】
　側面部２０４は、上面部２０２における軸用切欠き２０２ａ側の短辺とは反対側の短辺
に連続しており、上面部２０２に対して略垂直な矩形の板状に形成されている。この側面
部２０４は、扉本体１３５における第１回動軸２３１と反対側の側面の一部を構成する。
側面部２０４の中央部には、透光部２０９が設けられている。透光部２０９は、透光性を
有する合成樹脂によって略円形に形成されている。
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【０１４２】
　また、第２扉外装体１８６には、ＬＥＤ基板２０７が取り付けられている。ＬＥＤ基板
２０７は、ドア板部２０１と同様に下方に向かうにつれて小さくなる台形の板状に記載さ
れている。このＬＥＤ基板２０７の一方の平面２０７ａは、第１扉外装体１８５の内面１
９１ｂに対向しており、他方の平面２０７ｂは、第２扉外装体１８６の内面２０１ｂに対
向している。
【０１４３】
　ＬＥＤ基板２０７の平面２０７ａ，２０７ｂには、複数のＬＥＤ２０８が実装されてい
る。複数のＬＥＤ２０８は、側面部２０４の透光部２０９と、傾動部品１８３の後述する
透光部２２９に対向している。
【０１４４】
　図１８は、傾動部品１８３の分解斜視図である。
　図１７及び図１８に示すように、傾動部品１８３は、第１の外装体２１１と、第２の外
装体２１２と、透光板２１３とを備えている。傾動部品１８３は、第１扉外装体１８５及
び第２扉外装体１８６（図１７参照）と共に右扉１８９の外形を形成する。右扉１８９の
外形は、縦長の直方体状になっている。
【０１４５】
　図１８に示すように、第１の外装体２１１は、傾動板部２１５と、側面部２１６とを有
している。傾動板部２１５は、下辺が大きい台形の板状に記載されている。この傾動板部
２１５は、右扉１８９が初期位置に配置された状態（図１１参照）において、前方を向く
外面２１５ａと、第２の外装体２１２に対向する内面２１５ｂと有している。
【０１４６】
　傾動板部２１５の外面２１５ａには、装飾部２１７が形成されている。また、傾動板部
２１５の上辺には、軸嵌合孔２１８が設けられている。この軸嵌合孔２１８には、傾動軸
２０６の嵌合部２０６ａが嵌合する。
【０１４７】
　側面部２１６は、傾動板部２１５に対して略垂直な平面を有する板体からなり、傾動板
部２１５の上下方向に延びる一辺に連続している。この側面部２１６は、第２扉外装体１
８６の側面部２０４と共に右扉１８９の側面（端面）を形成する。側面部２１６には、４
つの貫通孔２１６ａが設けられている。
【０１４８】
　第２の外装体２１２は、下辺が大きい台形の板状に記載されており、第１の外装体２１
１にねじや接着剤等の固定部材を用いて取り付けられている。第２の外装体２１２は、右
扉１８９が初期位置に配置された状態（図１１参照）において、後方を向く外面２１２ａ
と、第１の外装体２１１の傾動板部２１５に対向する内面２１２ｂと有している。
【０１４９】
　第２の外装体２１２の上辺には、軸嵌合孔２１９が設けられている。この軸嵌合孔２１
９には、傾動軸２０６の嵌合部２０６ａが嵌合する。また、第２の外装体２１２の内面２
１２ｂには、複数の透光板押え片２２１と、傾動用係合部２２２が設けられている。
【０１５０】
　透光板押え片２２１は、上下方向に適当な間隔をあけて配置されている。この透光板押
え片２２１は、第２の外装体２１２の内面２１２ｂから略垂直に突出する板状に形成され
ており、上下方向に直交する２つの平面と、第１の外装体２１１の側面部２１６に対向す
る端面２２１ａを有している。複数の透光板押え片２２１の端面２２１ａは、第１の外装
体２１１の側面部２１６と共に透光板２１３を挟んで固定する。
【０１５１】
　傾動用係合部２２２は、第２の外装体２１２の内面２１２ｂの下辺側に配置されている
。この傾動用係合部２２２は、第２の外装体２１２の内面２１２ｂから略垂直に突出する
板状に形成されており、上下方向に対して傾斜し、且つ、内面２１２ｂに平行な方向に直
交する平面を有している。
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【０１５２】
　傾動用係合部２２２の一方の平面２２２ａは、側面部２１６の内面に対向しており、傾
動用係合部２２２の他方の平面２２２ｂは、軸部材１８４に対向している。傾動用係合部
２２２の平面２２２ａには、軸部材１８４（図１７参照）の後述する第１当接片２４２ａ
が当接する。また、傾動用係合部２２２の平面２２２ｂには、軸部材１８４（図１７参照
）の後述する第２当接片２４２ｂが当接する。
【０１５３】
　透光板２１３は、透光性を有する合成樹脂によって縦長の長方形に形成されている。こ
の透光板２１３の一方の平面２１３ａは、第１の外装体２１１における側面部２１６の内
面に当接する。透光板２１３の平面２１３ａには、４つの透光部２２９が設けられている
。４つの透光部２２９は、第１の外装体２１１の４つの貫通孔２１６ａに挿入され、側面
部２１６から露出される。
【０１５４】
　前述したように、ＬＥＤ基板２０７に実装された複数のＬＥＤ２０８（図１７参照）は
、側面部２０４の透光部２０９と、傾動部品１８３の４つの透光部２２９に対向している
。ＬＥＤ基板２０７に実装された複数のＬＥＤから出射された光は、透光部２０９，２２
９を透過する。これにより、透光部２０９，２２９が発光する演出が行われる。
【０１５５】
　図１９は、軸部材１８４の分解斜視図である。
　図１７及び図１９に示すように、軸部材１８４は、第１回動軸２３１と、軸受け部２３
２と、軸受けブラケット２３３と、傾動用シャフト２３４とを備えている。
【０１５６】
　第１回動軸２３１は、円柱状に形成されており、上下方向に延びている。この第１回動
軸２３１の上端部には、軸上固定部材２３５が固定されている。軸上固定部材２３５は、
第１回動軸２３１に嵌合して固定される嵌合筒２３５ａと、この嵌合筒２３５ａに連続す
る係合片２３５ｂとを有している。
【０１５７】
　軸上固定部材２３５の嵌合筒２３５ａは、第１扉外装体１８５の軸用切欠き１９２ａと
第２扉外装体１８６の軸用切欠き２０２ａによって形成される上嵌合孔に嵌合される。ま
た、嵌合筒２３５ａは、扉駆動機構１３６の後述する第２被動ギヤ２７３に固定される。
【０１５８】
　軸上固定部材２３５の係合片２３５ｂは、第１扉外装体１８５の軸受け挿入溝１９２ｂ
と、第２扉外装体１８６の軸受け挿入溝２０２ｂに挿入される。これにより、軸上固定部
材２３５は、第１扉外装体１８５及び第２扉外装体１８６に係合され、第１回動軸２３１
と右扉１８９（図１２参照）が一体的に組み立てられる。すなわち、右扉１８９（扉外装
体１８１）は、第１回動軸２３１と一緒に回動する。
　なお、本発明に係る扉外装体（回動部材）としては、軸部材に固定された第１回動軸に
回動可能に取り付けてもよい。この場合は、扉外装体が第１固定軸に対して回動する。
【０１５９】
　第１回動軸２３１の下端部には、軸下固定部材２３６が固定されている。軸下固定部材
２３６は、第１回動軸２３１に嵌合して固定されている。また、軸下固定部材２３６は、
第１扉外装体１８５の軸用切欠き１９３ａと第２扉外装体１８６の軸用切欠き２０３ａに
よって形成される下嵌合孔に回動不可能に嵌合される。
【０１６０】
　軸受け部２３２は、第１回動軸２３１を回動可能に支持する。この軸受け部２３２には
、ＬＥＤ基板２３７が取り付けられている。ＬＥＤ基板２３７には、複数のＬＥＤ２３８
が実装されている。これら複数のＬＥＤ２３８から出射した光は、第１扉外装体１８５の
装飾透光部１９６を透過する。これにより、装飾透光部１９６が発光する演出が行われる
。
【０１６１】
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　軸受けブラケット２３３は、軸受け部２３２にねじ等の固定部材を用いて固定されてい
る。また、軸受けブラケット２３３は、扉駆動機構１３６の後述する軸受け固定部２５２
にねじ等の固定部材を用いて固定されている。すなわち、軸受け部２３２は、軸受けブラ
ケット２３３を介して軸受け固定部２５２に固定されている。
【０１６２】
　傾動用シャフト２３４は、軸受け部２３２及び軸受けブラケット２３３に第２回動軸２
３９を用いて取り付けられている。第２回動軸２３９は、上下方向に延びており、軸受け
部２３２及び軸受けブラケット２３３の下部に回動可能に支持されている。傾動用シャフ
ト２３４は、第２回動軸２３９に回動不可能に嵌合されている。したがって、傾動用シャ
フト２３４は、第２回動軸２３９を中心に回動する。
【０１６３】
　本実施形態では、傾動用シャフト２３４が第２回動軸２３９と一緒に回動する構成とし
た。しかし、本発明に係る傾動用シャフトとしては、軸部材に固定された第２回動軸に回
動可能に取り付けてもよい。この場合は、傾動用シャフトが第２固定軸に対して回動する
【０１６４】
　傾動用シャフト２３４は、第２回動軸２３９に回動不可能に嵌合する嵌合筒２４１と、
嵌合筒２４１の外面から突出する係合突起２４２を有している。係合突起２４２には、第
１当接片２４２ａと、第２当接片２４２ｂが設けられている。
【０１６５】
　第１当接片２４２ａと第２当接片２４２ｂは水平方向に適当な間隙を空けて対向してい
る。第１当接片２４２ａは、傾動部品１８３における傾動用係合部２２２の平面２２２ａ
に当接し、第２当接片２４２ｂは、傾動部品１８３における傾動用係合部２２２の平面２
２２ｂに当接する。これにより、第２回動軸２３９から傾動部品１８３における傾動用係
合部２２２までの距離が常に一定になる。
【０１６６】
　図２０は、扉駆動機構１３６の分解斜視図である。
　図１２及び図２０に示すように、扉駆動機構１３６は、ケース２５１と、ケース２５１
に固定される軸受け固定部２５２と、ケース２５１の内部に配置されるモータ２５３及び
ギヤ列２５４とを備えている。
【０１６７】
　ケース２５１は、中空の直方体状に形成されており、上ケース部材２５６と、下ケース
部材２５７とを有している。上ケース部材２５６と下ケース部材２５７は、ねじや接着剤
等の固定部材を用いて固定され、中空のケース２５１を形成する。上ケース部材２５６に
は、第１回動軸２３１（図１２参照）の上端部が貫通する貫通孔２５６ａが形成されてい
る。また、下ケース部材２５７には、第１回動軸２３１が貫通する貫通孔（不図示）が形
成されている。
【０１６８】
　軸受け固定部２５２は、上下方向に長い板状の側板部２６１と、側板部２６１の上端に
連続する上板部２６２と、側板部２６１の下端に連続する下板部２６３とを有している。
側板部２６１は、ねじや接着剤等の固定部材を用いてケース２５１の下ケース部材２５７
に固定されている。また、軸受け固定部２５２には、扉本体１３５の軸受けブラケット２
３３がねじや接着剤等の固定部材を用いて固定される。
【０１６９】
　上板部２６２は、側板部２６１の平面に略垂直な平面を有する板状に形成されている。
この上板部２６２には、貫通孔２６２ａが形成されている。上板部２６２の貫通孔２６２
ａには、ケース２５１の貫通孔２５６ａを貫通した第１回動軸２３１（図１２参照）の上
端部が貫通する。貫通孔２６２ａを貫通した第１回動軸２３１の上端部には、抜け止めワ
ッシャー２６５が取り付けられる。
【０１７０】
　下板部２６３は、上板部２６２の平面に対向する平面を有する板状に形成されている。
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この下板部２６３には、貫通孔２６３ａが形成されている。下板部２６３の貫通孔２６３
ａには、第１回動軸２３１（図１２参照）の下端部が貫通する。貫通孔２６３ａを貫通し
た第１回動軸２３１の下端部には、抜け止めワッシャー（不図示）が取り付けられる。
【０１７１】
　モータ２５３としては、例えば、ステッピングモータを適用することができる。このモ
ータ２５３は、回転軸２６８が下方に突出する姿勢でケース２５１の上ケース部材２５６
に、ねじ等の固定部材を用いて固定されている。
【０１７２】
　ギヤ列２５４は、ケース２５１の下ケース部材２５７に配設されている。このギヤ列は
、駆動ギヤ２７１と、第１被動ギヤ２７２と、第２被動ギヤ２７３から構成されている。
駆動ギヤ２７１は、モータ２５３の回転軸２６８に固定されている。第１被動ギヤ２７２
は、第１歯部２７２ａと、第２歯部２７２ｂを有している。第１歯部２７２ａは、駆動ギ
ヤ２７１と噛み合っており、第２歯部２７２ｂは、第２被動ギヤ２７３と噛み合っている
。
【０１７３】
　また、第１被動ギヤ２７２は、検出片２７５を有している。この検出片２７５は、第１
被動ギヤ２７２の上方を向く平面から略垂直に突出しており、第１被動ギヤ２７２の回転
中心を中心点とした円弧状に形成されている。右扉１８９が初期位置に配置された状態（
図１１参照）において、検出片２７５は、センサ２７６によって検出される。これにより
、サブＣＰＵ８１（図６参照）は、右扉１８９が初期位置に配置されていることを判別す
ることができる。
【０１７４】
　第２被動ギヤ２７３は、貫通孔２７３ａを有している。この貫通孔２７３ａは、ケース
２５１の上ケース部材２５６に設けた貫通孔２５６ａ及び下ケース部材２５７に設けた貫
通孔（不図示）に対向している。すなわち、第２被動ギヤ２７３の貫通孔２７３ａには、
ケース２５１を貫通する第１回動軸２３１が貫通する。
【０１７５】
　また、第２被動ギヤ２７３は、第１回動軸２３１に固定された軸上固定部材２３５の嵌
合筒２３５ａに嵌合して固定されている。これにより、第２被動ギヤ２７３が回転すると
、第１回動軸２３１が回転し、第１回動軸２３１に固定された右扉１８９が第１回動軸２
３１を中心に回動する。
【０１７６】
［右可動ユニットの動作］
　次に、右可動ユニット１０７の動作について、図２１～図２７を参照して説明する。
【０１７７】
　図２１は、右扉１８９が初期位置にある状態の右可動ユニット１０７の正面図である。
図２２は、図２１に示すＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【０１７８】
　図２１及び図２２に示すように、右扉１８９が初期位置にある状態では、右扉１８９が
閉じており、扉外装体１８１の外面１９１ａが前方を向いている。また、傾動部品１８３
は、右扉１８９の外形の一部を構成しており、扉外装体１８１の左側方に露出されている
。これにより、傾動部品１８３の外面２１５ａは、パチスロ１の前方から視認可能になっ
ている。
【０１７９】
　図２２に示すように、右扉１８９が初期位置にある状態では、傾動用シャフト２３４の
第２当接片２４２ｂが、傾動用係合部２２２の平面２２２ｂに当接している。これにより
、傾動用シャフト２３４は、傾動部品１８３の下部を第２回動軸２３９から離れる方向（
左方向）へ押圧する。その結果、傾動部品１８３は、扉外装体１８１の左側方に露出され
る。
【０１８０】
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　右扉１８９が初期位置にある場合に、軸受け部２３２の複数のＬＥＤ２３８が、右扉１
８９の装飾透光部１９６に対向する。したがって、右扉１８９が初期位置にある場合に、
軸受け部２３２の複数のＬＥＤ２３８から出射した光が装飾透光部１９６を透過し、装飾
透光部１９６が発光する演出が行われる。
【０１８１】
　図２３は、右扉１８９が回動中の右可動ユニット１０７の正面図である。図２４は、図
２３に示すＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【０１８２】
　右扉１８９が初期位置にある状態からモータ２５３（図２０参照）を駆動させると、回
転軸２６８が一方向（Ｒ１方向）に回転する。そして、回転軸２６８の回転力が、駆動ギ
ヤ２７１、第１被動ギヤ２７２、第２被動ギヤ２７３によって第１回動軸２３１に伝達さ
れ、第１回動軸２３１が一方向（Ｒ１方向）に回転する。
【０１８３】
　その結果、図２３及び図２４に示すように、右扉１８９が第１回動軸２３１を中心にＲ
１方向へ回動する。これにより、傾動部品１８３の側面部２１６は、パチスロ１の前方か
ら視認可能になる。
【０１８４】
　右扉１８９が第１回動軸２３１を中心にＲ１方向へ回動すると、傾動部品１８３は、扉
外装体１８１と共に回動するため、第２回動軸２３９から離れる方向に変位する。これは
、第２回動軸２３９が第１回動軸２３１よりも後方に位置し、傾動部品１８３が初期位置
よりも前方に変位するためである。
【０１８５】
　このとき、図２４に示すように、傾動用シャフト２３４の第１当接片２４２ａが、傾動
用係合部２２２の平面２２２ａに当接している。これにより、傾動部品１８３の下部と第
２回動軸２３９との距離が一定に保たれるため、傾動部品１８３は、傾動軸２０６（図１
７参照）を中心に傾動する。その結果、傾動部品１８３が、第１扉外装体１８５と第２扉
外装体１８６との間に入り込んでいく。
【０１８６】
　図２５は、右扉１８９が回動後（開位置にある状態）の右可動ユニット１０７の正面図
である。図２６は、図２５に示すＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【０１８７】
　右扉１８９が第１回動軸２３１を中心にＲ１方向へ所定の角度（本実施形態では９０度
）まで回動すると、図２５及び図２６に示すように、右扉１８９は、開位置に配置される
。これにより、扉外装体１８１の外面１９１ａは、右側方を向き、パチスロ１の前方から
視認困難になる。
【０１８８】
　右扉１８９が図２３及び図２４に示す状態から更にＲ１方向へ回動すると、傾動部品１
８３は、第２回動軸２３９から更に離れる方向に変位する。このとき、図２６に示すよう
に、傾動用シャフト２３４の第１当接片２４２ａが、傾動用係合部２２２の平面２２２ａ
に当接している。
【０１８９】
　これにより、傾動部品１８３の下部と第２回動軸２３９との距離が一定に保たれ、傾動
部品１８３は、傾動軸２０６（図１７参照）を中心に更に傾動する。その結果、傾動部品
１８３が、第１扉外装体１８５と第２扉外装体１８６との間に収納される。
【０１９０】
　一方、軸部材１８４の軸受け部２３２は、第１回動軸２３１と一緒に回動しない。した
がって、右扉１８９が開位置にある場合に、軸受け部２３２の複数のＬＥＤ２３８（図１
９参照）は、右扉１８９の装飾透光部１９６（図１７参照）に対向しない。そのため、装
飾透光部１９６が発光する演出は行われない。
【０１９１】
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　なお、右扉１８９が開位置にある場合に、右扉１８９に設けたＬＥＤ基板２０７（図１
７参照）の一方の平面２０７ａが、装飾透光部１９６に対向する。したがって、右扉１８
９が開位置にある場合に装飾透光部１９６に対向するＬＥＤ（光源）をＬＥＤ基板２０７
に実装して、そのＬＥＤから出射した光を装飾透光部１９６に透過させてもよい。この場
合は、右扉１８９が開位置にある場合においても、装飾透光部１９６が発光する演出が行
われる。
【０１９２】
　なお、右扉１８９が初期位置にある場合に、ＬＥＤ基板２０７の一方の平面２０７ａと
装飾透光部１９６との間には、軸受け部２３２及び軸受けブラケット２３３が配置されて
いる。そのため、右扉１８９が開位置にある場合に装飾透光部１９６に対向するＬＥＤの
光は、軸受け部２３２及び軸受けブラケット２３３によって遮られ、装飾透光部１９６に
届かない。
【０１９３】
　右扉１８９を初期位置に戻すには、モータ２５３（図２０）を駆動させて、回転軸２６
８を他方向（Ｒ２方向）に回転させる。これにより、第１回動軸２３１が他方向（Ｒ２方
向）に回転し、右扉１８９が第１回動軸２３１を中心にＲ２方向へ回動する。このとき、
傾動部品１８３は、扉外装体１８１と共に回動するため、第２回動軸２３９に近づく方向
に変位する。
【０１９４】
　しかし、傾動用シャフト２３４の第２当接片２４２ｂが、傾動用係合部２２２の平面２
２２ｂに当接している。そのため、傾動部品１８３の下部と第２回動軸２３９との距離が
一定に保たれ、傾動部品１８３は、傾動軸２０６（図１７参照）を中心に傾動する。その
結果、傾動部品１８３は、扉外装体１８１の左側方に露出される。
【０１９５】
　図２７は、右可動ユニット１０７の右扉１８９が回動後（開位置にある状態）のフロン
トパネル１０の縦断面図である。
【０１９６】
　図２７に示すように、右扉１８９が開位置に配置されると、傾動部品１８３が第１扉外
装体１８５（不図示）と第２扉外装体１８６との間に収納される。これにより、開位置に
おいて、傾動部品１８３が保護カバー１０２に干渉しないようにすることができる。すな
わち、右扉１８９を表示部１１ａに交差する方向（Ｒ１方向）へ移動させても、傾動部品
１８３が保護カバー１０２に干渉しないようにすることができる。その結果、右扉１８９
を用いた演出の興趣を向上させることができる。
【０１９７】
　さらに、初期位置に配置された状態の右扉１８９の形状を、保護カバー１０２によって
制限される空間に囚われずに設計することができる。その結果、初期位置に配置した状態
の右扉１８９を用いた演出の興趣を向上させることができる。
【０１９８】
　また、第２回動軸２３９を、第１回動軸２３１に対してずれた位置に配置し、その第２
回動軸２３９を中心に回動する傾動用シャフト２３４を傾動部品１８３に係合させること
により、右扉１８９を回動に伴って傾動部品１８３を傾動させる構成とした。
【０１９９】
　これにより、右扉１８９を回動させるための動力と、右扉１８９の一部を構成する傾動
部品１８３を傾動させるための動力を、１つのモータ２５３から発生させることができる
。その結果、動力源（モータ）の削減を図ることができ、右可動ユニット１０７の駆動機
構の小型化を実現することができる。
【０２００】
　本実施形態では、初期位置において、傾動部品１８３が右扉１８９の側面（端面）の一
部を形成する。しかしながら、本発明に係る傾動部品としては、初期位置において、右扉
の側面の全てを形成してもよい。この場合は、開位置において、右扉が前方に突出する長
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さを短くすることができる。
【０２０１】
［中央可動ユニットの構成］
　次に、中央可動ユニット１０５の構成について、図２８～図３５を参照して説明する。
【０２０２】
　図２８は、中央可動ユニット１０５の斜視図である。図２９は、中央可動ユニット１０
５の分解斜視図である。
　図２８及び図２９に示すように、中央可動ユニット１０５は、支持部材３０１と、装飾
可動部材３０２と、ラック部材３０３と、駆動機構３０４と、付勢部材３０５とを備えて
いる。
【０２０３】
　装飾可動部材３０２は、可動部品３０９を有している。この可動部品３０９は、通常、
初期位置（図２８参照）に配置されている。可動部品３０９が初期位置に配置された状態
において、ラック部材３０３は、装飾可動部材３０２の後方に配置され、遊技者から視認
困難になっている。
【０２０４】
　支持部材３０１は、装飾枠１０１の上枠部１１１に、ねじ等の固定部材を用いて固定さ
れている。この支持部材３０１は、縦断面の形状が略Ｌ字状に形成されており、前後方向
に略直行した平面を有する支持板３１１と、支持板３１１の上辺に連続して上下方向に略
直行した平面を有する庇板３１２とを有している。
【０２０５】
　支持部材３０１の支持板３１１は、左右方向に延びる略長方形に形成されている。この
支持板３１１の右側端部には、駆動機構３０４の後述するモータ３９２の駆動を制御する
モータドライバ３０８等が実装されているドライバ基板３０７がねじ等の固定部材を用い
て取り付けられている。
【０２０６】
　また、支持板３１１には、ラック部材３０３、駆動機構３０４及び付勢部材３０５がね
じ等の固定部材を用いて取り付けられている。さらに、支持板３１１には、移動規制係合
部３１４が前後方向へ移動可能に支持されている。移動規制係合部３１４は、上方に開口
する略コ字状に形成されている。この移動規制係合部３１４の左右方向に対向する２つの
立上り片には、前後方向に直交する平面に対して傾斜する傾斜面３１４ａ，３１４ｂが形
成されている。
【０２０７】
　移動規制係合部３１４の傾斜面３１４ａ，３１４ｂは、ラック部材３０３の後述する下
傾斜面３７８ｂと、駆動機構３０４の後述するラック駆動ギヤ３９５に係合する。また、
移動規制係合部３１４は、付勢部材の一具体例である圧縮コイルばね３１５（図３７参照
）によって前方へ付勢されている。
【０２０８】
　図３０は、装飾可動部材３０２の分解斜視図である。
　図２９及び図３０に示すように、装飾可動部材３０２は、回動ベース３２１と、スライ
ドベース３２２と、装飾カバー３２３と、アーチカバー３２４とを備えている。
【０２０９】
　図３０に示すように、回動ベース３２１は、ベース本体３３１と、ベース本体３３１に
固定される左スライダガイド３３２及び右スライダガイド３３３とを有している。ベース
本体３３１は、左右方向に長い長方形の板状に形成されている。このベース本体３３１の
２つの短辺には、上下方向に延びる立上り片３３４，３３５が設けられている
【０２１０】
　ベース本体３３１の立上り片３３４には、第１係合部３３６が設けられている。この第
１係合部３３６は、付勢部材３０５（図２９参照）の後述する連結部４２５に係合される
。立上り片３３５には、第２係合部３３７が設けられている。この第２係合部３３７と立
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上り片３３５には、切欠きが形成されている。この切欠きには、駆動機構３０４（図２９
参照）の後述する回動軸３９４が貫通する。
【０２１１】
　左スライダガイド３３２は、ベース本体３３１の長手方向の一端部にねじ等の固定部材
を用いて固定される。この左スライダガイド３３２は、下面が開口された直方体状に形成
されており、上板部と、上板部に連続する４つの側板部を有している。左スライダガイド
３３２の上板部には、ガイド溝３３２ａと、ばね固定部３３２ｂが設けられている。
【０２１２】
　左スライダガイド３３２のガイド溝３３２ａは、ベース本体３３１の短手方向に沿って
延びており、スライドベース３２２の移動を案内する。左スライダガイド３３２のばね固
定部３３２ｂには、スライドベース３２２を付勢する引っ張りコイルばね３５６の一端が
固定される。
【０２１３】
　右スライダガイド３３３は、ベース本体３３１の長手方向の他端部にねじ等の固定部材
を用いて固定される。この右スライダガイド３３３は、下面が開口された直方体状に形成
されており、上板部と、上板部に連続する４つの側板部を有している。右スライダガイド
３３３の上面部には、ガイド溝３３３ａと、ばね固定部３３３ｂが設けられている。
【０２１４】
　右スライダガイド３３３のガイド溝３３３ａは、ベース本体３３１の短手方向に沿って
延びており、スライドベース３２２の移動を案内する。右スライダガイド３３３のばね固
定部３３３ｂには、スライドベース３２２を付勢する引っ張りコイルばね３５７の一端が
固定される。
【０２１５】
　スライドベース３２２は、回動ベース３２１に直動可能に支持されている。このスライ
ドベース３２２は、ベース本体３４１と、ベース本体３４１に連続する左スライダ固定部
３４２及び右スライダ固定部３４３と、左スライダ３４４及び右スライダ３４５とを有し
ている。
【０２１６】
　ベース本体３４１は、左右方向に長い長方形の板状に形成されている。このベース本体
３４１の一方の長辺には、２つのフック３４７，３４８が設けられている。このフック３
４８，３４９は、ラック部材３０３の後述するラック３６２に係合する。ベース本体３４
１の一方の平面には、ＬＥＤ基板３５１が取り付けられている。このＬＥＤ基板３５１に
は、複数のＬＥＤ３５２が実装されている。
【０２１７】
　また、ベース本体３４１の他方の長辺には、リフレクタ３５３と、装飾片３５４がねじ
等の固定部材を用いて取り付けられている。リフレクタ３５３は、ＬＥＤ基板３５１に対
向しており、複数のＬＥＤ３５２から出射された光を反射し、装飾カバー３２３へ導く。
これにより、装飾カバー３２３が発光する演出が行われる。装飾片３５４は、可動部品３
０９が初期位置にある状態（図２８参照）において、前方を向いている。
【０２１８】
　左スライダ固定部３４２は、ベース本体３４１の一方の短辺に連続しており、ベース本
体３４１と平行な板状に形成されている。この左スライダ固定部３４２の一方の平面には
、ばね固定部３４２ａが設けられている。ばね固定部３４２ａには、引っ張りコイルばね
３５６の他端が固定されている。また、左スライダ固定部３４２の他方の平面には、軸係
合突部（不図示）が設けられている。この軸係合突部（不図示）は、回動ベース３２１の
ガイド溝３３２ａに摺動可能に係合する。
【０２１９】
　右スライダ固定部３４３は、ベース本体３４１の他方の短辺に連続しており、ベース本
体３４１と平行な板状に形成されている。この右スライダ固定部３４３の一方の平面には
、ばね固定部３４３ａが設けられている。ばね固定部３４３ａには、引っ張りコイルばね
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３５７の他端が固定されている。また、右スライダ固定部３４３の他方の平面には、軸係
合突部３４３ｂが設けられている。この軸係合突部３４３ｂは、回動ベース３２１のガイ
ド溝３３３ａに摺動可能に係合する。
【０２２０】
　左スライダ３４４は、左スライダ固定部３４２の軸係合突部にねじ等の固定部材を用い
て固定されている。この左スライダ３４４は、左スライダガイド３３２における上板部の
内面に摺動可能に係合する。
【０２２１】
　右スライダ３４５は、右スライダ固定部３４３の軸係合突部３４３ｂにねじ等の固定部
材を用いて固定されている。この右スライダ３４５は、右スライダガイド３３３における
上板部の内面に摺動可能に係合する。
【０２２２】
　左スライダ固定部３４２の軸係合突部（不図示）及び右スライダ固定部３４３の軸係合
突部３４３ｂが、回動ベース３２１のガイド溝３３２ａ，３３３ａに摺動可能に係合する
ため、スライドベース３２２の長辺に沿う方向（左右方向）への移動が制限される。
【０２２３】
　また、スライダ３４４，３４５が、スライダガイド３３２，３３３における上板部の内
面に摺動可能に係合する。そして、スライダ固定部３４２，３４３の他方の平面が、スラ
イダガイド３３２，３３３における上板部の外面に摺動可能に係合する。これにより、ス
ライドベース３２２の厚み方向（初期位置における上下方向）への移動が制限される。そ
の結果、スライドベース３２２のガタツキを抑制することができる。
【０２２４】
　装飾カバー３２３は、スライドベース３２２にねじ等の固定部材を用いて固定されてお
り、ＬＥＤ基板３５１、リフレクタ３５３及びスライダ固定部３４２，３４３を覆う。こ
の装飾カバー３２３は、透光性を有する合成樹脂によって形成されており、パチスロ１に
係るキャラクタの顔を模した装飾部となっている。
　複数のＬＥＤ３５２から出射された光は、リフレクタ３５３によって反射され、装飾カ
バー３２３へ導かれる。これにより、装飾カバー３２３が発光する演出が行われる。
【０２２５】
　スライドベース３２２と装飾カバー３２３は、可動部品３０９を構成している。この可
動部品３０９は、回動ベース３２１と共に回動すると共に、回動ベース３２１のガイド溝
３３２ａ，３３３ａに沿って直動する。
【０２２６】
　アーチカバー３２４は、回動ベース３２１にねじ等の固定部材を用いて固定されており
、スライドベース３２２及び装飾カバー３２３を覆っている。アーチカバー３２４は、半
円筒状に形成されている。このアーチカバー３２４の外周面には、凹凸を設けることによ
って装飾が施されている。
【０２２７】
　図３１は、ラック部材３０３の分解斜視図である。
　図２９及び図３１に示すように、ラック部材３０３は、ガイドベース３６１と、ラック
３６２と、基板ベース３６３と、装飾カバー３６４とを備えている。
【０２２８】
　ガイドベース３６１は、前後方向に直交する平面を有し、左右方向に延びる長方形の板
体からなっている。このガイドベース３６１は、支持部材３０１（図２９参照）にねじ等
の固定部材を用いて固定される。ガイドベース３６１の左右方向の中央部には、ラックガ
イド３７１が設けられている。
【０２２９】
　ラックガイド３７１は、前方に突出して上下方向に延びる段部を設けることによって形
成されている。このラックガイド３７１は、ガイドベース３６１の後方から係合するラッ
ク３６２を上下方向に案内する。ラックガイド３７１には、上下方向に延びるガイド溝３
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７１ａが形成されている。このガイド溝３７１ａには、ラック３６２の後述する基板固定
部３７６が貫通する。
【０２３０】
　図３２は、ラック３６２を後方から見た斜視図である。
　図３１及び図３２に示すように、ラック３６２は、ラック本体３７３と、ラック本体３
７３に連続する２つのフック係合部３７４，３７５とを有している。
【０２３１】
　ラック本体３７３は、上下方向に延びる長方形の板体からなるラック板３７３ａと、ラ
ック板３７３ａに連続する左右の側板３７３ｂ，３７３ｃから構成されている。側板３７
３ｂ，３７３ｃは、左右方向に直交する２つの平面を有している。
【０２３２】
　ラック板３７３ａは、前後方向に直交する２つの平面を有している。ラック板３７３ａ
の前方を向く平面には、基板固定部３７６が設けられている。この基板固定部３７６には
、基板ベース３６３が固定される。ラック板３７３ａの後方を向く平面には、歯部３７７
と、係合突部３７８が形成されている（図３２参照）。
【０２３３】
　歯部３７７は、駆動機構３０４の後述するラック駆動ギヤ３９５（図２９参照）に噛み
合う。係合突部３７８は、左右方向から見て略Ｖ字状に形成されており、斜め上方を向く
上傾斜面３７８ａと、斜め下方を向く下傾斜面３７８ｂとを有している。係合突部３７８
の下傾斜面３７８ｂには、移動規制係合部３１４の傾斜面３１４ａ，３１４ｂが当接する
（図３７参照）。これにより、回動ベース３２１が初期位置にある状態において、ラック
３７７（ラック本体３７３）が下方に移動することを防止している。
【０２３４】
　２つのフック係合部３７４，３７５は、ラック本体３７３における左右の側板３７３ｂ
，３７３ｃの下部に連続しており、ラック本体３７３の側方に突出している。これらフッ
ク係合部３７４，３７５は、前方を向く前面が開口された中空の直方体状に形成されてい
る。可動部品３０９が回動ベース３２１と一緒に回動すると、可動部品３０９のフック３
４７，３４８（図３０）がフック係合部３７４，３７５の内部に進入し、２つのフック３
４７，３４８が２つのフック係合部３７４，３７５に係合する。
【０２３５】
　図３１に示すように、基板ベース３６３は、基板ケース３８１と、基板ケース３８１に
保持されるＬＥＤ基板３８２と、ＬＥＤ基板３８２に実装された複数のＬＥＤ３８３とを
有している。基板ケース３８１は、左右方向に長い長方形の板状に形成されている。この
基板ケース３８１の上辺には、固定用突部３８５が設けられている。この固定用突部３８
５は、基板固定部３７６にねじ等の固定部材を用いて固定される。
【０２３６】
　ＬＥＤ基板３８２は、基板ベース３６３の前方を向く平面に、ねじ等の固定部材を用い
て固定されている。このＬＥＤ基板３８２には、複数のＬＥＤ３８３が実装されている。
複数のＬＥＤ３８３は、装飾カバー３６４に対向している。
【０２３７】
　装飾カバー３６４は、ガイドベース３６１にねじ等の固定部材を用いて固定されており
、可動部品３０９が初期位置に配置された状態（図２８参照）において、基板ベース３６
３を覆う。この装飾カバー３６４は、透光性を有する合成樹脂によって形成されており、
パチスロ１に係るキャラクタの背中を模した装飾部となっている。
【０２３８】
　図３３は、駆動機構３０４の分解斜視図である。
　図３３に示すように、駆動機構３０４は、ケース３９１と、ケース３９１内に配置され
るモータ３９２と、ギヤ列３９３と、回動軸３９４と、ラック駆動ギヤ３９５とを備えて
いる。
【０２３９】
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　ケース３９１は、支持部材３０１の支持板３１１に、ねじ等の固定部材を用いて固定さ
れている。このケース３９１は、中空の直方体状に形成されており、第１ケース部材３９
７と、第２ケース部材３９８と、蓋部材３９９とを有している。
【０２４０】
　第１ケース部材３９７は、左側面が開口された中空の直方体状に形成されており、上面
部３９７ａ、下面部３９７ｂ、前面部３９７ｃ、後面部３９７ｄ、及び、右側面部３９７
ｅを有している。第１ケース部材３９７の右側面部３９７ｅには、貫通孔３９７ｆが形成
されている。
【０２４１】
　第２ケース部材３９８は、第１ケース部材３９７の右側面部３９７ｅに対向する左側面
が開口された中空の直方体状に形成されており、上面部３９８ａ、下面部３９８ｂ、前面
部３９８ｃ、後面部３９８ｄ、及び、右側面部３９８ｅを有している。この第２ケース部
材３９８は、第１ケース部材３９７にねじ等の固定部材を用いて固定されている。第２ケ
ース部材３９８と第１ケース部材３９７の右側面部３９７ｅは、モータ３９２を収納する
モータ収納室を形成している。
【０２４２】
　蓋部材３９９は、第１ケース部材３９７にねじ等の固定部材を用いて固定され、第１ケ
ース部材３９７の開口を塞ぐ。この蓋部材３９９は、左右方向に直交する平面を有する略
矩形の板状に形成されており、貫通孔３９９ａを有している。
【０２４３】
　モータ３９２は、駆動源の一具体例を示すものであり、例えば、ステッピングモータを
適用することができる。このモータ３９２は、回転軸４００が左方に突出する姿勢で、第
２ケース部材３９８にねじ等の固定部材を用いて固定されている。モータ３９２の回転軸
４００は、第１ケース部材３９７の貫通孔３９７ｆを貫通する。
【０２４４】
　図３４は、ギヤ列３９３の斜視図である。
　図３４に示すように、ギヤ列３９３は、駆動ギヤ４０１と、減速ギヤ４０２と、回動用
第１ギヤ４０３と、回動用第２ギヤ４０４と、ラック用第１ギヤ４０５と、ラック用第２
ギヤ４０６とを有している。
【０２４５】
　駆動ギヤ４０１、減速ギヤ４０２、回動用第１ギヤ４０３及び回動用第２ギヤ４０４は
、モータ３９２の駆動力を伝達して回動ベース２３１を回動させる回動機構を構成してい
る。また、駆動ギヤ４０１、減速ギヤ４０２、ラック用第１ギヤ４０５、ラック用第２ギ
ヤ４０６、回動軸３９４及びラック駆動ギヤ３９５は、モータ３９２の駆動力を伝達して
スライドベース２３２を摺動（直動）させる摺動機構を構成している。
【０２４６】
　駆動ギヤ４０１は、モータ３９２の回転軸４００に固定されている。減速ギヤ４０２は
、第１ケース部材３９７に回転可能に支持されている。この減速ギヤ４０２は、軸方向に
沿って並ぶ第１歯部４０２ａと、第２歯部４０２ｂと、第３歯部４０２ｃとを有している
。減速ギヤ４０２の第１歯部４０２ａは、駆動ギヤ４０１と噛み合っている。
【０２４７】
　回動用第１ギヤ４０３は、第１ケース部材３９７に回転可能に支持されている。この回
動用第１ギヤ４０３は、減速ギヤ４０２の第３歯部４０２ｃと噛み合っている。回動用第
２ギヤ４０４は、左右方向に延びる回動軸３９４に回転可能に嵌合している。回動用第２
ギヤ４０４の外周面４０４ａには、回動用第１ギヤ４０３と噛み合う歯部４０８が形成さ
れている。
【０２４８】
　回動用第２ギヤ４０４の歯部４０８は、回動用第２ギヤ４０４の周方向に所定の長さで
形成されている。すなわち、回動用第２ギヤ４０４の外周面４０４ａには、歯部４０８が
形成されている領域と、歯部４０８が形成されていない領域がある。
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【０２４９】
　したがって、回動用第１ギヤ４０３が回転すると、回動用第２ギヤ４０４が回転する期
間と、回動用第２ギヤ４０４が回転しない期間が発生する。そして、回動用第２ギヤ４０
４が回転する期間において、回動用第２ギヤ４０４は、所定の角度（本実施形態では９０
度）の範囲内で回転する。
【０２５０】
　つまり、歯部４０８は、回動用第２ギヤ４０４の外周面４０４ａにおいて、回動ベース
３２１を初期位置から回動終了位置へ回動させるまでに必要な回転角度に対応する領域に
形成されている。これにより、回動機構による動力の伝達を一時的に中断する部材を、別
途に設ける必要が無い。したがって、部品点数の削減を図ることができ、駆動機構３０４
の小型化、軽量化を実現することができる。
【０２５１】
　また、回動用第２ギヤ４０４には、係合筒部４０９が設けられている。この係合筒部４
０９の軸心は、回動用第２ギヤ４０４の軸心と一致している。係合筒部４０９には、装飾
可動部材３０２の第２係合部３３７（図２９参照）が嵌合して固定される。また、第２係
合部３３７は、回動軸３９４に回転可能に嵌合する。これにより、回動用第２ギヤ４０４
が回転すると、装飾可動部材３０２が回動軸３９４を中心に回動する。
【０２５２】
　なお、回動軸３９４には、ワッシャー４１０が取り付けられている。このワッシャー４
１０は、第２係合部３３７が係合筒部４０９から抜ける方向へ移動することを制限する。
【０２５３】
　ラック用第１ギヤ４０５は、第１ケース部材３９７に回転可能に支持されている。この
ラック用第１ギヤ４０５は、減速ギヤ４０２の第２歯部４０２ｂと噛み合っている。ラッ
ク用第１ギヤ４０５は、ラック用第２ギヤ４０６と噛み合っている。ラック用第２ギヤ４
０６は、回動軸３９４の一端部に嵌合して固定されている。したがって、ラック用第１ギ
ヤ４０５が回転すると、ラック用第２ギヤ４０６と一緒に回動軸３９４が回転する。
【０２５４】
　ラック駆動ギヤ３９５は、回動軸３９４の他端部に嵌合して固定されている。このラッ
ク駆動ギヤ３９５の外周面３９５ａには、ラック３６２の歯部３７７（図３２参照）と噛
み合う歯部４１１が形成されている。
【０２５５】
　ラック駆動ギヤ３９５の歯部４１１は、ラック駆動ギヤ３９５の周方向に所定の長さで
形成されている。すなわち、ラック駆動ギヤ３９５の外周面３９５ａには、歯部４１１が
形成されている領域と、歯部４１１が形成されていない領域がある。したがって、ラック
駆動ギヤ３９５が回転すると、ラック３６２（図３２参照）が動作する期間と、ラック３
６２（図３２参照）が動作しない期間が発生する。
【０２５６】
　つまり、歯部４１１は、ラック駆動ギヤ３９５の外周面３９５ａにおいて、回動ベース
３２１が回動終了位置へ回動してからスライドベース３２２の摺動動作が完了するまでに
必要な回転角度に対応する領域に形成されている。これにより、摺動機構による動力の伝
達を一時的に中断する部材を、別途に設ける必要が無い。したがって、部品点数の削減を
図ることができ、駆動機構３０４の小型化、軽量化を実現することができる。
【０２５７】
　また、ラック駆動ギヤ３９５の両側面には、解除用突起３９５ａ，３９５ｂが設けられ
ている。これら解除用突起３９５ａ，３９５ｂは、ラック駆動ギヤ３９５が回転すること
により、移動規制係合部３１４の傾斜面３１４ａ，３１４ｂに当接して、移動規制係合部
３１４を後方へ押圧する。
【０２５８】
　その結果、移動規制係合部３１４の傾斜面３１４ａ，３１４ｂがラック３７７の下傾斜
面３７８ｂから離れ、ラック３７７の係合突部３７８と移動規制係合部３１４との係合が



(31) JP 2016-107134 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

外れる。これにより、ラック３７７（ラック本体３７３）が下方に移動可能となる。なお
、本実施形態では、回動ベース３２１が回動終了位置に配置される直前に、ラック３７７
の係合突部３７８と移動規制係合部３１４との係合が外れるように、解除用突起３９５ａ
，３９５ｂを配置している。
【０２５９】
　また、回動軸３９４は、軸受け部材４１５に回動可能に支持されている。軸受け部材４
１５は、支持部材３０１の支持板３１１（図２９参照）に、ねじ等の固定部材を用いて固
定されている。
【０２６０】
　本実施形態では、モータ３９２における回転軸４００の回転力を、駆動ギヤ４０１、減
速ギヤ４０２、ラック用第１ギヤ４０５、ラック用第２ギヤ４０６、回動軸３９４及びラ
ック駆動ギヤ３９５を介して、ラック部材３０３に伝達する構成とした。しかし、本発明
に係る駆動機構（摺動機構）としては、モータ３９２における回転軸４００の回転力を、
駆動ギヤからラック部材３０３に伝達する構成にしてもよい。
【０２６１】
　本実施形態では、モータ３９２における回転軸４００の回転力を、駆動ギヤ４０１、減
速ギヤ４０２、回動用第１ギヤ４０３及び回動用第２ギヤ４０４を介して、回動ベース３
２１に伝達する構成とした。しかし、本発明に係る駆動機構（回動機構）としては、モー
タ３９２における回転軸４００の回転力を、駆動ギヤから回動ベース３２１に伝達する構
成にしてもよい。
【０２６２】
　図３５は、付勢部材３０５の分解斜視図である。
　図３５に示すように、付勢部材３０５は、付勢ベース４２１と、カバー４２２と、スト
ッパ４２３と、引っ張りコイルばね４２４と、連結部４２５とを備えている。
【０２６３】
　付勢ベース４２１は、支持部材３０１の支持板３１１（図２９参照）に、ねじ等の固定
部材を用いて固定されている。この付勢ベース４２１は、上ベース部４３１と、上ベース
部４３１の下部に連続する下ベース部４３２とを有している。
【０２６４】
　上ベース部４３１は、左側面及び下面が開口された中空の直方体状に形成されており、
前面部４３１ａと、後面部４３１ｂと、上面部４３１ｃと、右側面部４３１ｄとを有して
いる。上ベース部４３１の右側面部４３１ｄには、引っ張りコイルばね４２４の一端が固
定されるばね固定部（不図示）が設けられている。
【０２６５】
　下ベース部４３２は、略Ｌ字状の板体からなり、上ベース部４３１の右側面部４３１ｄ
に連続する右側板４３２ａと、上ベース部４３１の後面部４３１ｂに連続する後面板４３
２ｂから構成されている。下ベース部４３２の右側板４３２ａには、貫通孔４３２ｃが形
成されている。
【０２６６】
　カバー４２２は、上下方向に長い略長方形の板状に形成されている。このカバー４２２
は、付勢ベース４２１の上ベース部４３１に、ねじ等の固定部材を用いて固定されており
、付勢ベース４２１の右側面部４３１ｄ及び右側板４３２ａに対向する。
【０２６７】
　ストッパ４２３は、クランク状に形成されており、ばね固定部４３４と、中間部４３５
と、接続部４３６とを有している。ばね固定部４３４は、左右方向に延びる円柱状に形成
されている。ばね固定部４３４の軸方向の一端部には、引っ張りコイルばね４２４の他端
がねじ等の固定部材を用いて固定される。
【０２６８】
　中間部４３５は、ばね固定部４３４の軸方向の他端部に連続しており、ばね固定部４３
４の軸方向に対して略垂直に延びている。接続部４３６は、中間部４３５におけるばね固
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定部４３４に連続する端部と反対側の端部に連続している。この接続部４３６は、左右方
向に延びる円柱状に形成されている。接続部４３６は、付勢ベース４２１における下ベー
ス部４３２の貫通孔４３２ｃを貫通し、下ベース部４３２に回転可能に嵌合する。
【０２６９】
　接続部４３６の軸心と、引っ張りコイルばね４２４の一端の固定部分は、前後方向に直
交する同一の仮想平面上に位置している。したがって、接続部４３６が回転して、ばね固
定部４３４の軸心が上述の仮想平面上に位置すると、引っ張りコイルばね４２４の軸方向
が上下方向と平行になる。
【０２７０】
　連結部４２５は、接続部４３６の貫通孔４３２ｃを貫通した端部に、ねじ等の固定部材
を用いて固定されている。連結部４２５は、略円板状に形成されており、外周面から突出
する検出片４３８を有している。検出片４３８は、可動部品３０９が初期位置にある状態
（図２８参照）において、支持部材３０１の支持板３１１に取り付けられたセンサ３１０
によって検出される。これにより、サブＣＰＵ８１（図６参照）は、可動部品３０９が初
期位置に配置されていることを判別することができる。
【０２７１】
［中央可動ユニットの動作］
　次に、中央可動ユニット１０５の動作について、図３６～図４９を参照して説明する。
【０２７２】
　図３６は、図２８に示すＤ－Ｄ線に沿う断面図である。図３７は、図２８に示すＥ－Ｅ
線に沿う断面図である。図３８は、可動部品３０９が初期位置にある状態の付勢部材３０
５を示す説明図である。
【０２７３】
　本実施の形態では、可動部品３０９を初期位置（図２８参照）から回動終了位置（図４
３参照）を経て演出位置（図４７参照）まで移動させる。本実施形態の回動終了位置は、
可動部品３０９を初期位置から略９０度回動させた位置であり、本実施形態の演出位置は
、可動部品３０９を回動終了位置から下方に直動させた位置である。
【０２７４】
　図３６及び図３７に示すように、可動部品３０９が初期位置にある状態では、可動部品
３０９の装飾カバー３２３が前方を向いている。図３６に示すように、可動部品３０９が
初期位置にある状態において、駆動機構３０４の回動用第１ギヤ４０３が、回動用第２ギ
ヤ４０４の歯部４０８と噛み合っている。一方、図３７に示すように、ラック駆動ギヤ３
９５の歯部４１１は、ラック３６２の歯部３７７（図３２参照）と噛み合っていない。
【０２７５】
　図３８に示すように、可動部品３０９が初期位置にある状態では、付勢部材３０５にお
ける引っ張りコイルばね４２４の他端は、接続部４３６の軸心よりも前方に位置している
。そして、引っ張りコイルばね４２４の他端は、ストッパ４２３のばね固定部４３４を上
方に引っ張っている。
【０２７６】
　したがって、引っ張りコイルばね４２４の他端が接続部４３６の軸心よりも前方に位置
していると、ストッパ４２３の接続部４３６は、Ｒ３方向に付勢される。その結果、回動
ベース３２１は、ベース本体３３１の平面が上下方向に対して略垂直な姿勢で保持され（
図３７参照）、可動部品３０９が初期位置に配置された状態が維持される。
【０２７７】
　また、可動部品３０９が初期位置にある状態では、移動規制係合部３１４の傾斜面３１
４ａ，３１４ｂが、ラック３７７の下傾斜面３７８ｂに当接している。これにより、ラッ
ク３７７（ラック本体３７３）の移動が規制され、スライドベース３２２が下方へ移動す
ることが防止されている。
【０２７８】
　図３９は、可動部品３０９が回動途中である状態の中央可動ユニット１０５の斜視図で
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ある。図４０は、図３９に示すＦ－Ｆ線に沿う断面図である。図４１は、図３９に示すＧ
－Ｇ線に沿う断面図である。図４２は、可動部品３０９が回動中である状態の付勢部材３
０５を示す説明図である。
【０２７９】
　可動部品３０９が初期位置にある状態において、駆動機構３０４の回動用第１ギヤ４０
３が、回動用第２ギヤ４０４の歯部４０８と噛み合っている（図３６参照）。したがって
、可動部品３０９が初期位置にある状態からモータ３９２（図３３参照）を駆動させると
、モータ３９２における回転軸４００の回転力が、駆動ギヤ４０１（図３４参照）、減速
ギヤ４０２、回動用第１ギヤ４０３を介して回動用第２ギヤ４０４に伝達される（図４０
参照）。
【０２８０】
　回動用第２ギヤ４０４には、回動ベース３２１の第２係合部３３７（図２９参照）が嵌
合して固定されている。したがって、回動用第２ギヤ４０４が回転すると、図３９～図４
１に示すように、回動ベース３２１と回転ベースに固定されたアーチカバー３２４が回動
軸３９４を中心にＲ４方向へ回動する。
【０２８１】
　また、回動ベース３２１は、可動部品３０９を直動可能に支持している。したがって、
可動部品３０９は、回動ベース３２１と一緒に回動軸３９４を中心にＲ４方向へ回動する
。可動部品３０９における装飾カバー３２３の後方には、ラック部材３０３の装飾カバー
３６４が配置されている。そのため、可動部品３０９がＲ４方向へ回動すると、ラック部
材３０３の装飾カバー３６４が徐々に露出される（図３９及び図４１参照）。
【０２８２】
　すなわち、中央可動ユニット１０５は、回動ベース３２１が回動しなければ見えない装
飾部（装飾カバー３６４）を有する。その結果、回動ベース３２１を回動させる演出の興
趣を向上させることができる。
【０２８３】
　一方、可動部品３０９が初期位置にある状態において、ラック駆動ギヤ３９５の歯部４
１１が、ラック３６２の歯部３７７と噛み合っていない（図３７参照）。したがって、可
動部品３０９が初期位置にある状態からモータ３９２（図３３参照）を駆動させても、モ
ータ３９２における回転軸４００の回転力は、ラック３６２に伝達されない（図４１参照
）。
【０２８４】
　すなわち、ラック駆動ギヤ３９５の歯部４１１がラック３６２の歯部３７７に噛み合う
まで、ラック３６２の下方への移動が開始されない。その結果、可動部品３０９が初期位
置にある状態からモータ３９２（図３３参照）を駆動させると、可動部品３０９は、まず
、回動軸３９４を中心にＲ４方向へ回動する。
【０２８５】
　図４２に示すように、可動部品３０９が回動途中である状態（図３９に示す状態）では
、付勢部材３０５における引っ張りコイルばね４２４の他端は、接続部４３６の軸心より
も僅かに前方に位置している。これにより、ストッパ４２３の接続部４３６は、Ｒ３方向
に付勢される。その結果、回動ベース３２１及び可動部品３０９は、付勢部材３０５によ
る付勢力に抗して、Ｒ４方向（図４０及び図４１参照）へ回動する。
【０２８６】
　なお、回動ベース３２１及び可動部品３０９の回動の途中で、引っ張りコイルばね４２
４の他端の前後方向の位置が、接続部４３６の軸心の前後方向の位置と同じになり、その
後、接続部４３６の軸心の前後方向の位置よりも後方に位置する。引っ張りコイルばね４
２４の他端が接続部４３６の軸心よりも後方に位置していると、ストッパ４２３の接続部
４３６は、Ｒ４方向（図４６参照）に付勢される。
【０２８７】
　すなわち、付勢部材３０５は、可動部品３０９が初期位置から所定の角度に回動するま
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で、可動部品３０９（回動ベース３２１）を回動方向と反対の方向へ付勢する。そして、
所定の角度から回動終了位置に回動するまで、可動部品３０９（回動ベース３２１）を回
動方向へ付勢する。
【０２８８】
　図４３は、可動部品３０９が回動終了位置にある状態の中央可動ユニット１０５の斜視
図である。図４４は、図４３に示すＨ－Ｈ線に沿う断面図である。図４５は、図３３に示
すＩ－Ｉ線に沿う断面図である。図４６は、可動部品３０９が回動終了位置にある状態の
付勢部材３０５を示す説明図である。
【０２８９】
　可動部品３０９（回動ベース３２１）が回動軸３９４を中心にＲ４方向へ所定の角度（
本実施形態では９０度）まで回動すると、図４３～図４５に示すように、可動部品３０９
は、回動終了位置に配置される。これにより、アーチカバー３２４の外周面は、前方を向
き、可動部品３０９の装飾カバー３２３が下方を向く（図４４及び図４５参照）。
【０２９０】
　可動部品３０９が回動終了位置にある状態において、駆動機構３０４の回動用第１ギヤ
４０３は、回動用第２ギヤ４０４の歯部４０８と噛み合っていない（図４４参照）。した
がって、可動部品３０９が回動終了位置にある状態でモータ３９２（図３３参照）が駆動
しても、モータ３９２における回転軸４００の回転力は、回動用第２ギヤ４０４に伝達さ
れない。その結果、回動ベース３２１及び可動部品３０９のＲ４方向への移動が停止する
。
【０２９１】
　一方、可動部品３０９が回動終了位置にある状態において、ラック駆動ギヤ３９５の解
除用突起３９５ａ，３９５ｂは、移動規制係合部３１４を後方へ押圧している。これによ
り、ラック３７７の係合突部３７８と移動規制係合部３１４との係合が外れ、ラック３７
７（ラック本体３７３）が下方に移動可能になっている。
【０２９２】
　可動部品３０９が回動終了位置にある状態において、ラック駆動ギヤ３９５の歯部４１
１は、ラック３６２の歯部３７７と噛み合っている（図４５参照）。なお、本実施形態で
は、可動部品３０９が回動終了位置に配置される直前に、ラック駆動ギヤ３９５の歯部４
１１がラック３６２の歯部３７７と噛み合う。
【０２９３】
　ラック駆動ギヤ３９５の歯部４１１がラック３６２の歯部３７７と噛み合うと、モータ
３９２における回転軸４００の回転力は、駆動ギヤ４０１、減速ギヤ４０２、ラック用第
１ギヤ４０５、ラック用第２ギヤ４０６（図３４参照）、回動軸３９４、ラック駆動ギヤ
３９５を介してラック３６２に伝達される。
【０２９４】
　また、可動部品３０９が回動終了位置にある状態において、可動部品３０９のスライド
ベース３２２における２つのフック３４７，３４８（図３０参照）が、ラック３６２の２
つのフック係合部３７４，３７５（図３１）に係合している。
【０２９５】
　図４６に示すように、可動部品３０９が回動終了位置にある状態では、付勢部材３０５
における引っ張りコイルばね４２４の他端は、接続部４３６の軸心よりも僅かに後方に位
置している。これにより、ストッパ４２３の接続部４３６がＲ４方向に付勢され、回動ベ
ース３２１は、ベース本体３３１の平面が前後方向に対して略垂直な姿勢で保持される（
図４５参照）。
【０２９６】
　図４７は、可動部品３０９が演出位置にある状態の中央可動ユニット１０５の斜視図で
ある。図４８は、図４８に示すＪ－Ｊ線に沿う断面図である。図４９は、可動部品３０９
が演出位置にある状態のフロントパネル１０の正面図である。
【０２９７】



(35) JP 2016-107134 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

　可動部品３０９が回動終了位置にある状態において、モータ３９２がさらに駆動すると
、モータ３９２における回転軸４００の回転力が、ラック３６２に伝達される。すなわち
、回転軸４００の回転力が、駆動ギヤ４０１（図３４参照）、減速ギヤ４０２（図３４参
照）、ラック用第１ギヤ４０５（図３４参照）、ラック用第２ギヤ４０６（図３４参照）
、回動軸３９４、ラック駆動ギヤ３９５を介してラック３６２に伝達される。これにより
、ラック３６２は、下方に移動し、スライドベース３２２を下方に押圧する。
【０２９８】
　その結果、可動部品３０９は、引っ張りコイルばね３５６，３５７の付勢力（ばね力）
に抗して、回動ベース３２１上を直動し、演出位置に配置される。すなわち、可動部品３
０９は、ラック３６２と一緒に下方へ移動し、可動部品３０９の装飾カバー３２３が、ア
ーチカバー３２４から下方に飛び出す（図４８参照）。
【０２９９】
　また、ラック３６２には、基板ベース３６３が固定されている。したがって、基板ベー
ス３６３は、ラック３６２と一緒に下方に移動し、アーチカバー３２４と対向する。その
結果、基板ベース３６３の複数のＬＥＤ３８３から出射した光は、アーチカバー３２４を
透過する。これにより、アーチカバー３２４が発光する演出が行われる。
【０３００】
　図４９に示すように、可動部品３０９が演出位置に配置されると、可動部品３０９及び
アーチカバー３２４が、左可動ユニット１０６の左扉１８８と右可動ユニット１０７の右
扉１８９との間であって、液晶表示装置１１における表示部１１ａの前方に位置する。こ
れにより、中央可動ユニット１０５のキャラクタの顔を模した装飾カバー３２３と、アー
チカバー３２４の外周面と、キャラクタの背中を模した装飾カバー３６４が、パチスロ１
の前方から視認可能になる。
【０３０１】
　本実施形態では、中央可動ユニット１０５の回動ベース２３１が左右方向に延びる回動
軸３９４を中心に回動するため、回動ベース２３１（可動部品３０９）を前後方向に動作
させることができる。その結果、回動ベース２３１（可動部品３０９）に奥行きのある動
作を行わせることができ、中央可動ユニット１０５を用いた演出の興趣を向上させること
ができる。
【０３０２】
　さらに、本実施形態では、回動ベース２３１の回動動作の動力と、スライドベース２３
２の摺動動作の動力を１つのモータ３９２で行うことができる。これにより、駆動機構３
０４の小型化、軽量化を実現すると共に、コストの削減を図ることができる。また、駆動
機構３０４の小型化を実現することで、回動ベース２３１やスライドベース２３２の動作
範囲を広げたり、他の演出装置を配置するスペースを確保したりすることができる。
【０３０３】
　また、本実施形態では、回動終了位置において回動ベース２３１が液晶表示装置１１の
表示部１１ａに対向し、その後、摺動動作したスライドベース２３２も液晶表示装置１１
の表示部１１ａに対向する。これにより、演出部品が液晶表示装置１１の表示部１１ａを
覆う面積を大きくすることができ、表示部１１ａに表示する映像（画像）と演出部品との
一体感を高めることができる。
【０３０４】
　また、本実施形態では、回動軸３９４、駆動ギヤ４０１及び減速ギヤ４０２が摺動機構
の一部を兼ねるため、部品点数の削減を図ることができる。
【０３０５】
　また、本実施形態では、スライドベース３２２が、回動ベース３２１と共に回動するこ
とにより、スライドベース３２２のフック３４７，３４８がラック部材３０３に設けた箱
状のフック係合部３４７，３４８に進入して係合する。これにより、回動ベース３２１の
回動動作が行われていない場合に、スライドベース３２２が回動ベース３２１上を摺動し
ないようにすることができる。
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【０３０６】
　また、本実施形態では、回動ベース３２１が回動終了位置へ回動中に、フック係合部３
４７，３４８とフック３４７，３４８が係合すると共に、摺動機構がラック部材３０３の
押し下げを開始してスライドベース３２２を下方向に移動させる。これにより、回動ベー
ス３２１の回動動作とスライドベース３２２の摺動動作が、一部重複して実行される。
【０３０７】
　その結果、回動ベース３２１の回動動作が開始されてからスライドベース３２２の摺動
動作が完了するまでの時間を短縮することができる。さらに、回動ベース３２１の回動動
作とスライドベース３２２の摺動動作が滑らかに連続するように見せることができ、液晶
表示装置１１等の他の演出装置との連動を容易に行うことができる。
【０３０８】
　なお、本実施形態では、回動ベース３２１の回動動作とスライドベース３２２の摺動操
作が一部重複する構成とした。しかし、本発明に係る遊技機としては、回動ベース３２１
の回動動作が終了してから、スライドベースの摺動動作が開始される構成としてもよい。
これにより、回動ベース２３１が回動可能なスペースを確保すれば、回動ベース２３１よ
りも大きな演出部品（スライドベース２３２が回動ベース２３１の下方に突出した状態）
を回動させたように見せることができる。
【０３０９】
＜フレキシブルフラットケーブルの取り付け構造＞
　次に、本実施形態に係るフレキシブルフラットケーブルの取り付け構造について、図５
０を参照して説明する。
　図５０は、装飾可動部材３０２とラック部材３０３に対するフレキシブルフラットケー
ブの取り付け構造を模式的に示す説明図であり、図５０Ａは、可動部品３０９が初期位置
にある状態を示し、図５０Ｂは、可動部品３０９が回動終了位置にある状態を示す。
【０３１０】
　本実施形態では、装飾可動部材３０２のスライドベース３２２にＬＥＤ基板３５１（図
３７参照）が設けられている。また、ラック部材３０３の基板ベース３６３にＬＥＤ基板
３８２（図３７参照）が設けられている。そして、ＬＥＤ基板３５１に実装したコネクタ
４４１と、ＬＥＤ基板３８２に実装したコネクタ４４２にフレキシブルフラットケーブル
４４３を接続している。
【０３１１】
　スライドベース３２２は、本発明に係る可動ケーブルガイドの一具体例を示すものであ
る。そして、スライドベース３２２に配置されたＬＥＤ基板３５１は、本発明に係る可動
基板の一具体例を示す。スライドベース３２２には、フレキシブルフラットケーブル４４
３の一端部を案内するガイド面４４５が設けられている。このガイド面４４５は、円弧状
の曲面に形成されている。
【０３１２】
　また、基板ベース３６３は、本発明に係る固定ケーブルガイドの一具体例を示すもので
ある。そして、基板ベース３６３に配置されたＬＥＤ基板３８２は、本発明に係る固定基
板の一具体例を示す。基板ベース３６３には、フレキシブルフラットケーブル４４３の他
端部を案内するガイド面４４６が設けられている。このガイド面４４６は、ガイド面４４
５と同様に、円弧状の曲面に形成されている。
【０３１３】
　コネクタ４４１とコネクタ４４２は、フレキシブルフラットケーブル４４３の両端を固
定する固定部である。可動部品３０９が初期位置にある状態（図５０Ａ参照）において、
コネクタ４４１とコネクタ４４２は、前後方向に直交する仮想平面Ｓを対称面として対称
な位置に配置される。
【０３１４】
　なお、本発明の遊技機に係るフレキシブルフラットケーブルを固定する固定部としては
、例えば、フレキシブルフラットケーブルを押えて固定する押え部材であってもよい。
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【０３１５】
　また、可動部品３０９が初期位置にある状態（図５０Ａ参照）において、コネクタ４４
１とコネクタ４４２との間の距離が一番短くなる。したがって、コネクタ４４１とコネク
タ４４２が前後方向に直交する仮想平面Ｓを対称面として対称な位置に配置された場合に
、フレキシブルフラットケーブル４４３の撓み量が一番大きくなる。
【０３１６】
　このとき、フレキシブルフラットケーブル４４３にかかる負荷が最も大きくなる。しか
し、コネクタ４４１とコネクタ４４２が仮想平面Ｓを対称面として対称な位置に配置され
ているため、フレキシブルフラットケーブル４４３の全体に均一に負荷がかかる。つまり
、フレキシブルフラットケーブル４４３の一部に負荷が集中することは無い。したがって
、フレキシブルフラットケーブル４４３の損傷を防止或いは抑制することができる。
【０３１７】
　一方、可動部品３０９が回動終了位置にある状態（図５０Ｂ参照）において、コネクタ
４４１とコネクタ４４２は、互いに対称な位置に配置されない。そして、コネクタ４４１
とコネクタ４４２との間の距離が一番長くなる。すなわち、可動部品３０９が回動終了位
置にある状態において、フレキシブルフラットケーブル４４３の撓み量が一番小さくなる
。したがって、可動部品３０９が回動終了位置にある状態では、フレキシブルフラットケ
ーブル４４３にかかる負荷が最も小さくなる。
【０３１８】
　このとき、フレキシブルフラットケーブル４４３は、スライドベース３２２のガイド面
４４５と、基板ベース３６３のガイド面４４６に接触して案内される。これにより、フレ
キシブルフラットケーブル４４３が、コネクタ４４１及びコネクタ４４２との接続部分で
折れない（根折れしない）ようにすることができる。
【０３１９】
　なお、本実施形態では、中央可動ユニット１０５（可動部品３０９）におけるフレキシ
ブルフラットケーブル４４３の取り付け構造について説明した。このフレキシブルフラッ
トケーブル４４３の取り付け構造は、左可動ユニット１０６及び右可動ユニット１０７に
おけるフレキシブルフラットケーブルの取り付け構造として適用することができる。
【０３２０】
＜腰部パネルの構成＞
　次に、腰部パネル１２の構成について、図５１及び図５２を参照して説明する。
　図５１は、腰部パネル１２の分解斜視図である。図５２は、腰部パネル１２の断面図で
ある。
【０３２１】
　図５１及び図５２に示すように、腰部パネル１２は、外装カバー５０１と、装飾プレー
ト５０２と、透明カバー５０３と、投光部材５０４と、発光部材５０５とを備えている。
この腰部パネル１２は、装飾パネルの一具体例を示す。
【０３２２】
［外装カバー］
　外装カバー５０１は、左右方向に長い長方形の枠状に形成されており、開口部５０１ａ
を有している。そして、外装カバー５０１は、上辺部５１１と、下辺部５１２と、左辺部
５１３と、右辺部５１４から構成されている。
　外装カバー５０１の材質としては、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ＡＢＳ樹脂(A
crylonitrile Butadiene Styrene共重合合成樹脂)などの合成樹脂を適用することができ
る。
【０３２３】
　外装カバー５０１の上辺部５１１は、前述の台座部１３（図２参照）を形成する。した
がって、上辺部５１１には、各種装置（メダル投入口１４、ＭＡＸベットボタン１５Ａ、
１ＢＥＴボタン１５Ｂ、スタートレバー１６、ストップボタン１７Ｌ，１７Ｃ，１７Ｒ、
精算ボタン１８）を貫通或いは露出させるための複数の貫通孔が設けられている。
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【０３２４】
　左辺部５１３及び右辺部５１４は、それぞれ適当な厚みを有する板状に形成されており
、可撓性を有している。これら左辺部５１３及び右辺部５１４の平面は、左右方向に直交
している。左辺部５１３の一方の平面である内面には、突起受け部５１６が設けられてい
る。この突起受け部５１６は、この突起受け部５１６は、左辺部５１３の厚み方向の中間
部に上下方向に延びるスリットを設けることにより形成されている。また、右辺部５１４
の一方の平面である内面には、突起受け部５１６と同様の突起受け部（不図示）が設けら
れている。
【０３２５】
［装飾プレート］
　装飾プレート５０２は、透光性を有する複数の色の合成樹脂によって、パチスロ１に関
連するロゴタイプ(logotype)を模した形状に形成されている。この装飾プレート５０２は
、上下方向の中央部が前方に凸となるように湾曲し、且つ、左右方向の中央部が前方に凸
となるように湾曲している。
【０３２６】
［透明カバー］
　透明カバー５０３は、透明な合成樹脂によって形成されており、前方を向く前面部５２
１と、下方を向く下面部５２２と、左右の側方を向く左側面部５２３及び右側面部５２４
とを有している。
【０３２７】
　前面部５２１は、左右方向に延びる長方形に形成されており、上下方向の中央部が前方
に向かって凸となるように湾曲し、且つ、左右方向の中央部が前方に凸となるように湾曲
している。この前面部５２１は、外装カバー５０１の開口部５０１ａから露出される。前
面部５２１の外面（前面）には、装飾プレート５０２が嵌合する嵌合凹部５２５が設けら
れている。装飾プレート５０２は、前面部５２１の内面側から螺合されるねじ（不図示）
を用いて、前面部５２１に固定される。
【０３２８】
　下面部５２２は、前面部５２１の下辺に連続しており、上下方向に交差する平面を有す
る板状に形成されている。また、左側面部５２３及び右側面部５２４は、前面部の円弧状
の側辺に連続しており、左右方向に直交する平面を有する板状に形成されている。
【０３２９】
　右側面部５２４には、装飾部５２４ａが設けられている。この装飾部５２４ａは、右側
面部５２４の外面の一部にシボ加工を施すことにより形成されている。また、左側面部５
２３には、右側面部５２４の装飾部５２４ａと同様の装飾部（不図示）が設けられている
。
【０３３０】
　本実施形態では、透明カバー５０３の前面部が、上下方向の中央部が前方に凸となるよ
うに湾曲し、外装カバー５０１の開口部５０１ａから露出される。これにより、腰部パネ
ル１２を斬新な形状にすることができ、デザイン性を向上させることができる。その結果
、腰部パネル１２による訴求効果を高めることができる。
【０３３１】
　なお、透明カバー５０３は、所望の装飾部を設けた装飾カバーとして用いることもでき
る。透明カバー５０３を装飾カバーとして用いる場合は、透明の合成樹脂で形成する必要
はない。
【０３３２】
［投光部材］
　図５３は、投光部材５０４の分解斜視図である。図５４は、投光部材５０４の要部断面
図である。
　投光部材５０４は、透明カバー５０３を挟んで装飾プレート５０２に対向している。図
５３に示すように、投光部材５０４は、２つのＬＥＤ基板５３１，５３２と、反射板５３
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３と、導光板５３４とを有している。
【０３３３】
　２つのＬＥＤ基板５３１，５３２は、それぞれ左右方向に長い略長方形に形成されてい
る。ＬＥＤ基板５３１の一方の平面には、複数のＬＥＤ５３６が実装されている。また、
ＬＥＤ基板５３２の一方の平面には、複数のＬＥＤ５３７が実装されている。
【０３３４】
　反射板５３３の外形は、装飾プレート５０２の外形に応じた形状に形成されており、上
下方向の中央部が前方に凸となるように湾曲（図５２参照）し、且つ、左右方向の中央部
が前方に凸となるように湾曲している。この反射板５３３は、導光板５３４の後方を向く
面から出射された光を反射して、導光板５３４の後方を向く面へ導く。
【０３３５】
　反射板５３３の後方を向く面には、２つのＬＥＤ基板５３１，５３２が、ねじ等の固定
部材を用いて固定されている。また、反射板５３３には、複数の貫通孔５３３ａが設けら
れている。これら複数の貫通孔５３３ａは、２つのＬＥＤ基板５３１，５３２に実装され
た複数のＬＥＤ５３６，５３７を前方に露出させる。また、反射板５３３の複数の貫通孔
５３３ａには、導光板５３４の後述する係合片５３９が挿入される。
【０３３６】
　導光板５３４は、反射板５３３と同様に、装飾プレート５０２の外形に応じた外形に形
成されており、反射板５３３の前方を向く面に、ねじ等の固定部材を用いて固定される。
この導光板５３４は、上下方向の中央部が前方に凸となるように湾曲し、且つ、左右方向
の中央部が前方に凸となるように湾曲した湾曲部５３８と、この湾曲部５３８の下部に連
続して後方に突出する複数の係合片５３９を有している。
【０３３７】
　図５４に示すように、複数の係合片５３９の端面は、ＬＥＤ基板５３１，５３２の複数
のＬＥＤ５３６，５３７に対向する。導光板５３４は、複数の係合片５３９の端面から入
射した光を湾曲部５３８に導き、湾曲部５３８の前方を向く面から前方へ出射する。
【０３３８】
　なお、複数の係合片５３９の端面から入射した光のうちの一部は、湾曲部５３８の後方
を向く面から後方へ漏れてしまう。この漏れた光は、反射板５３３によって反射され、再
び導光板５３４の湾曲部５３８に入射し、湾曲部５３８の前方を向く面から出射される。
【０３３９】
　装飾プレート５０２を発光させるための光源は、２つのＬＥＤ基板５３１，５３２に実
装された複数のＬＥＤ５３６，５３７のみである。これら２つのＬＥＤ基板５３１，５３
２は、投光部材５０４の下端部に設けられており、導光板５３４は、装飾プレート５０２
に対応して湾曲している。これにより、２つのＬＥＤ基板５３１，５３２に複数のＬＥＤ
５３６，５３７から出射された光が、導光板５３４の上端まで到達し難い。
【０３４０】
　そこで、本実施形態では、導光板５３４の下端（係合片５３９）を、複数のＬＥＤ５３
６，５３７に近接して対向する位置まで延設している。これにより、導光板５３４に入射
する光量を増やすことができ、光が導光板５３４の上端まで届くようにすることができる
。その結果、導光板５３４における湾曲部５３８の前方を向く面から均一に光が出射され
、装飾プレート５０２全体を均一に光らせることができる。
【０３４１】
　本実施形態では、装飾プレート５０２、透明カバー５０３の前面部５２１、投光部材５
０４の反射板５３３及び透光板５３４を、上下方向の中央部が前方に凸となるように湾曲
し、且つ、左右方向の中央部が前方に凸となるように湾曲する形状にした。しかし、これ
ら腰部パネル１２の構成部品としては、一方向の中央部が前方に凸となるように湾曲した
形状であってもよい。この場合であっても、腰部パネル１２内にスペースを確保すること
ができる。
【０３４２】
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［発光部材］
　図５５は、発光部材５０５の分解斜視図である。
　図５５に示すように、発光部材５０５は、発光ベース５４１と、回転灯カバー５４２と
、回転灯５４３とを有している。
【０３４３】
　発光ベース５４１は、左右方向に長い長方形の板状に形成されたベース板５５１を備え
ている。このベース板５５１は、前方を向く平面である前面５５１ｂと、後方を向く平面
である後面５５１ｃを有している。
【０３４４】
　ベース板５５１の中央部には、回転灯５４３の後述する回転部材５８４が貫通する貫通
孔５５１ａが設けられている。また、ベース板５５１の周囲には、透光性を有する合成樹
脂により、装飾透光部５５２が設けられている。この装飾透光部５５２は、貫通孔５５１
ａを中心とした半円に沿って形成されている。
【０３４５】
　図５６は、後方から見た発光ベース５４１の分解斜視図である。
　図５６に示すように、発光ベース５４１は、前述したベース板５５１と、ベース板５５
１の後面５５１ｃに固定される基板ケース５５４と、基板ケース５５４に固定される中継
基板５５５とを有している。
【０３４６】
　ベース板５５１の後面５５１ｃには、左基板取付ブラケット５５６と、右基板取付ブラ
ケット５５７が、ねじ等の固定部材を用いて固定されている。左基板取付ブラケットは、
ベース板５５１の左辺（後方から見て右側の辺）に配置され、右基板取付ブラケットは、
ベース板５５１の右辺（後方から見て左側の辺）に配置されている。
【０３４７】
　左基板取付ブラケット５５６には、左基板５５８がねじ等の固定部材を用いて固定され
ている。この左基板５５８は、２つの平面が左右方向に直交するように配置されている。
左基板５５８の左方（後方から見て右方）を向く平面には、複数のＬＥＤが実装されてい
る。また、左基板取付ブラケット５５６には、透光片５６１がねじ等の固定部材を用いて
固定されている。この透光片５６１は、略角柱状に形成されており、左基板５５８に実装
された複数のＬＥＤと対向している。
【０３４８】
　右基板取付ブラケット５５７には、右基板５５９がねじ等の固定部材を用いて固定され
ている。この右基板５５９は、２つの平面が左右方向に直交するように配置されている。
右基板５５９の右方（後方から見て左方）を向く平面には、複数のＬＥＤ（不図示）が実
装されている。また、右基板取付ブラケット５５７には、透光片５６２がねじ等の固定部
材を用いて固定されている。この透光片５６２は、略角柱状に形成されており、右基板５
５９に実装された複数のＬＥＤと対向している。
【０３４９】
　基板ケース５５４は、左右方向に長い長方形の板状に形成されており、前後方向に直交
する２つの平面を有している。この基板ケース５５４の後方を向く平面には、基板固定部
５６５が設けられている。この基板固定部５６５は、長方形の枠状に形成されている。ま
た、基板固定部５６５内には、複数のＬＥＤ用貫通孔５６７が形成されている。
【０３５０】
　中継基板５５５は、左右方向に長い長方形の板状に形成されており、前後方向に直交す
る２つの平面を有している。この基板ケース５５４の前方を向く平面には、複数のＬＥＤ
（不図示）が実装されている。これら複数のＬＥＤは、基板ケース５５４の複数のＬＥＤ
用貫通孔５６７から前方に向けて露出される。複数のＬＥＤから出射された光は、ベース
板５５１の装飾透光部５５２を透過する。これにより、装飾透光部５５２が発光する演出
が行われる。
【０３５１】
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　図５５に示すように、回転灯カバー５４２は、ベース板５５１の前面５５１ｂにねじ等
の固定部材を用いて取り付けられており、貫通孔５５１ａと装飾透光部５５２との間に配
置されている。この回転灯カバー５４２は、半円筒状に形成されており、ベース板５５１
の前面５５１ｂに固定される固定片５７１と、固定片５７１から略垂直に延びる側壁片５
７２と、側壁片５７２に連続する当接片５７３とを有している。
【０３５２】
　固定片５７１は、略円弧状の板状に形成されている。側壁片５７２は、固定片５７１の
外側の円弧辺に連続している。また、当接片５７３は、側壁片５７２の固定片５７１と反
対側の端部から略垂直に突出しており、固定片５７１と平行な平面を有している。
【０３５３】
　回転灯カバー５４２の当接片５７３には、投光部材５０４の反射板５３３が当接してい
る（図５２参照）。これにより、遊技者によって透明カバー５０３が押圧された場合に、
回転灯カバー５４２によって透明カバー５０３及び投光部材５０４の導光板５３４の変形
を抑制することができる。その結果、透明カバー５０３が押圧されても、投光部材５０４
が回転灯５４３と接触しないようにすることができ、投光部材５０４及び回転灯５４３の
破損を防ぐことができる。
【０３５４】
　なお、本実施形態に係る回転灯カバー５４２としては、投光部材５０４の反射板５３３
に必ずしも当接している必要はない無い。回転灯カバー５４２は、当接片５７３が少なく
とも回転部材５８４よりも投光部材５０４の反射板５３３に近接して対向していればよい
。
【０３５５】
　図５５に示すように、ベース板５５１の後面５５１ｃには、左押圧部材５０７と右押圧
部材５０８が取り付けられる。左押圧部材５０７と右押圧部材５０８は、外装カバー５０
１、装飾プレート５０２、透明カバー５０３、投光部材５０４及び発光部材５０５を組み
立てた後に、発光部材５０５のベース板５５１に、ねじ等の固定部材を用いて固定される
。
【０３５６】
　左押圧部材５０７は、固定片５７５と、固定片５７５に連続する係合片５７６とを有し
ている。固定片５７５は、上下方向に長い長方形の板状に形成されており、前後方向に直
交する平面を有している。係合片５７６は、固定片５７５の左方の長辺に連続し、前方に
向かって突出している。この係合片５７６は、外装カバー５０１の左辺部５１３に設けた
突起受け部５１６に係合する（図５７参照）。
【０３５７】
　右押圧部材５０８は、固定片５７７と、固定片５７７に連続する係合片５７８とを有し
ている。固定片５７７は、上下方向に長い長方形の板状に形成されており、前後方向に直
交する平面を有している。係合片５７８は、固定片５７７の右方の長辺に連続し、前方に
向かって突出している。この係合片５７８は、外装カバー５０１の右辺部５１４に設けた
突起受け部（不図示）に係合する。
【０３５８】
　図５７は、腰部パネル１２の要部断面図である。
　図５７に示すように、左押圧部材５０７をベース板５５１の後面５５１ｃにねじを用い
て固定すると、左押圧部材５０７の係合片５７６が、外装カバー５０１の左辺部５１３に
設けた突起受け部５１６に係合する。
【０３５９】
　これにより、左押圧部材５０７の係合片５７６が、外装カバー５０１の左辺部５１３を
右方向（透明カバー５０３の左側面部５２３に接近する方向）に押圧する。その結果、左
辺部５１３が透明カバー５０３の左側面部５２３に圧着され、左辺部５１３と透明カバー
５０３の左側面部５２３との間隙を無くすことができる。これにより、腰部パネル１２か
ら遊技機の内部へ異物を挿入する等の不正行為を抑制することができる。
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【０３６０】
　なお、右押圧部材５０８の係合片５７８が、外装カバー５０１の右辺部５１４に設けた
突起受け部（不図示）に係合する。これにより、右押圧部材５０８の係合片５７８が、外
装カバー５０１の右辺部５１４を左方向（透明カバー５０３の右側面部５２４に接近する
方向）に押圧する。その結果、右辺部５１４が透明カバー５０３の右側面部５２４に圧着
され、右辺部５１４と透明カバー５０３の右側面部５２４との間隙を無くすことができる
。
【０３６１】
　また、本実施形態では、左押圧部材５０７と右押圧部材５０８がベース板５５１の後面
５５１ｃに固定する構造とした。また、外装カバー５０１の左辺部５１３及び右辺部５１
４における厚み方向の中間部にスリットを設けることにより、突起受け部（突起受け部５
１６）を形成した。そして、突起受け部に２つの押圧部材５０７，５０８を係合させる。
【０３６２】
　これにより、２つの押圧部材５０７，５０８が、外装カバー５０１の２つの左辺部５１
３及び右辺部５１４よりも外側に突出しないようにすることができる。したがって、左押
圧部材５０７と左辺部５１３との境目と、右押圧部材５０８と右辺部５１４との境目が外
側に露出されない。その結果、左押圧部材５０７と左辺部５１３との境目と、右押圧部材
５０８と右辺部５１４との境目からパチスロ１の内部へ異物を挿入する等の不正行為を抑
制することができる。
【０３６３】
　図５８は、回転灯５４３の分解斜視図である。図５９は、回転灯５４３の縦断面図であ
る。
　図５８及び図５９に示すように、回転灯５４３は、駆動機構ケース５８１と、モータ５
８２と、ギヤ列５８３と、回転部材５８４とを備えている。この回転灯５４３は、発光演
出装置の一具体例を示す。
【０３６４】
　駆動機構ケース５８１は、直方体状に形成されており、前後方向に対向する前ケース５
８６及び後ケース５８７を有している。前ケース５８６は、駆動機構ケース５８１の前面
、上面、下面、及び左右の側面を形成する。この前ケース５８６には、前後方向に貫通す
る貫通孔５８６ａが形成されている。この貫通孔５８６ａには、回転部材５８４が貫通す
る。
【０３６５】
　また、前ケース５８６における後ケース５８７に対向する面と反対側の面（駆動機構ケ
ース５８１の前面）には、モータ５８２がねじ等の固定部材によって固定されている。こ
のモータ５８２は、例えば、ステッピングモータを適用することができる。モータ５８２
の回転軸（不図示）は、前後方向に延びており、前ケース５８６を貫通して駆動機構ケー
ス５８１の内部に配置される。モータ５８２の回転軸（不図示）には、ギヤ列５８３の後
述する駆動ギヤ５９１が固定されている。
【０３６６】
　後ケース５８７は、駆動機構ケース５８１の後面、上面、下面、及び左右の側面を形成
する。後ケース５８７における前ケース５８６に対向する面には、ギヤ列５８３が配設さ
れている。すなわち、ギヤ列５８３は、駆動機構ケース５８１の内部に配置されている。
【０３６７】
　ギヤ列５８３は、駆動ギヤ５９１と、第１被動ギヤ５９２と、第２被動ギヤ５９３と、
第３被動ギヤ５９４から構成されている。駆動ギヤ５９１、第１被動ギヤ５９２、第２被
動ギヤ５９３及び第３被動ギヤ５９４は、後ケース５８７に回転可能に取り付けられてい
る。これらギヤ５９１～５９４の回転軸は、前後方向に延びている。
【０３６８】
　駆動ギヤ５９１は、モータ５８２の回転軸（不図示）に固定されている。第１被動ギヤ
５９２は、第１歯部５９２ａと、第２歯部５９２ｂを有している。第１歯部５９２ａは、
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駆動ギヤ２７１と噛み合っており、第２歯部５９２ｂは、第２被動ギヤ５９３と噛み合っ
ている。
【０３６９】
　第２被動ギヤ５９３は、第１歯部５９３ａと、第２歯部５９３ｂを有している。第１歯
部５９３ａは、第１被動ギヤ５９２の第２歯部５９２ｂと噛み合っており、第２歯部５９
３ｂは、第３被動ギヤ５９４と噛み合っている。
【０３７０】
　第３被動ギヤ５９４には、嵌合部５９６が設けられている。嵌合部５９６は、略円筒状
に形成されている。この嵌合部５９６の軸心は、第３被動ギヤ５９４の回転軸と一致して
いる。嵌合部５９６には、回転部材５８４が嵌合して固定される。これにより、第３被動
ギヤ５９４が回転すると、回転部材５８４は、第３被動ギヤ５９４と一緒に前後方向に延
びる回転軸を中心に回転する。
【０３７１】
　また、後ケース５８７には、基板５９７が固定されている。この基板５９７は、第３被
動ギヤ５９４の後方に配置されている。基板５９７の回転部材５８４に対向する面には、
ＬＥＤ５９８が実装されている。ＬＥＤ５９８は、嵌合部５９６の開口によって前方に露
出しており、回転部材５８４の後述する集光レンズ６０２に対向している。
【０３７２】
　図６０は、回転部材５８４の分解斜視図である。
　図６０に示すように、回転部材５８４は、鏡筒６０１と、鏡筒６０１に収容される集光
レンズ６０２及びミラー６０３とを有している。
【０３７３】
　鏡筒６０１は、筒状に形成されており、ＬＥＤ５９８に対向する第１開口部６０１ａと
、前後方向に直交する方向を向く第２開口部６０１ｂとを有している（図５９参照）。こ
の鏡筒６０１は、第１筒部品６０５と、第２筒部品６０６から構成されている。第１筒部
品６０５と第２筒部品６０６は、ねじ等の固定部材を用いて組み立てられて、鏡筒６０１
を形成する。
【０３７４】
　図６１は、第１筒部品６０５の斜視図である。
　図６１に示すように、第１筒部品６０５には、第１のレンズ固定用凹部６１１と、第２
のレンズ固定用凹部６１２と、ミラー固定用凹部６１３が設けられている。また、図には
示さないが、第２筒部品６０６には、第１のレンズ固定用凹部と、第２のレンズ固定用凹
部と、ミラー固定用凹部が設けられている。
【０３７５】
　図６０に示すように、ミラー６０３は、長方形の板状に形成されている。このミラー６
０３の短手方向の一端部６０３ａ（一方の長辺を形成する端部）は、第１筒部品６０５の
ミラー固定用凹部６１３（図６１参照）に係合する。また、ミラー６０３の短手方向の他
端部６０３ｂ（他方の長辺を形成する端部）は、第２筒部品６０６のミラー固定用凹部（
不図示）に係合される。
【０３７６】
　集光レンズ６０２は、切頭円錐形に形成されており、入射面６０２ａと、出射面６０２
ｂ（図５９参照）とを有する。入射面６０２ａは、後方を向いており、出射面６０２ｂは
、前方を向いている。また、集光レンズ６０２の外周面には、係合突部６１５，６１６，
６１７が設けられている。
【０３７７】
　係合突部６１５は、第１筒部品６０５の第１のレンズ固定用凹部６１１（図６１参照）
と、第２筒部品６０６の第１のレンズ固定用凹部に係合する。係合突部６１６は、第１筒
部品６０５の第２のレンズ固定用凹部６１２に係合する。係合突部６１７は、第２筒部品
６０６の第２のレンズ固定用凹部に係合する。
【０３７８】
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　図５９に示すように、集光レンズ６０２の入射面６０２ａは、ＬＥＤ５９８に対向し、
出射面６０２ｂは、ミラー６０３の一方の平面に対向する。集光レンズ６０２は、入射面
６０２ａから入射した光を集めて出射面６０２ｂから略垂直に出射させる。
【０３７９】
　第１筒部品６０５及び第２筒部品６０６に係合したミラー６０３の一方の平面は、集光
レンズ６０２の出射面６０２ｂと第２開口部６０１ｂに対して略４５度傾斜している。こ
れにより、出射面６０２ｂを通過した光は、ミラー６０３によって反射されて、第２開口
部６０１ｂに導かれる。そして、第２開口部６０１ｂを通過して、回転部材５８４から出
射される。
【０３８０】
＜回転灯の動作＞
　次に、回転灯５４３の動作について、図５９を参照して説明する。
【０３８１】
　本実施の形態では、特別の演出を行う際に、回転灯５４３のＬＥＤ５９８を発光させ、
回転部材５８４を回転させる。回転部材５８４を回転させるには、モータ５８２を駆動さ
せる。これにより、モータ５８２における回転軸の回転力が、駆動ギヤ５９１、第１被動
ギヤ５９２、第２被動ギヤ５９３を介して第３被動ギヤ５９４（図５８参照）に伝達され
る。
【０３８２】
　第３被動ギヤ５９４には、回転部材５８４の鏡筒６０１が嵌合して固定されている。し
たがって、第３被動ギヤ５９４が回転すると、回転部材５８４が前後方向に延びる回転軸
を中心に回転する。このとき、ＬＥＤ５９８から出射した光は、集光レンズ６０２を通過
した後、ミラー６０３に反射されて、第２開口部６０１ｂから鏡筒６０１の外部へ放出さ
れる。
【０３８３】
　これにより、腰部パネル１２の内部において、発光部分が前後方向に延びる回転軸を中
心に回転する演出が行われる。つまり、腰部パネル１２の内部において、回転灯５４３に
よる発光が、前後方向に直交する平面に沿って円を描くように回転する。この発光の回転
は、透明カバー５０３を介して遊技者が視認可能である。
【０３８４】
　本実施形態では、投光部材５０４が回転灯５４３と装飾プレート５０２との間に配置さ
れている。これにより、回転灯５４３から出射された光が装飾プレート５０２に向かって
も、その光を投光部材５０４によって遮ることができる。すなわち、回転灯５４３から出
射された光は、投光部材５０４の導光板５３４から出射される光に混ざらない。
【０３８５】
　本実施形態では、集光レンズ６０２を用いるため、前方を向く出射面６０２ｂから略垂
直に光が出射される。そして、出射面６０２ｂから出射された光は、出射面６０２ｂに対
して略４５度傾斜したミラー６０３によって反射され、第２開口部６０１ｂから放出され
る。これにより、第２開口部６０１ｂから放出された光は、前後方向と略垂直な方向に収
束する。これにより、前後方向に直交する平面に沿って光が進行するように見せることが
でき、回転灯としての演出効果を高めることができる。
【０３８６】
　以上、本発明の一実施形態に係る遊技機について、その作用効果も含めて説明した。し
かし、本発明は、ここで説明した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲
に記載した本発明の要旨を逸脱しない限り、種々の実施の形態を含むことは言うまでもな
い。
【０３８７】
　例えば、上述の実施形態では、本発明の遊技機としてパチスロ遊技機を例に挙げて説明
した。しかしながら、本発明の遊技機としては、例えば、パチンコ遊技機であってもよい
。
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【符号の説明】
【０３８８】
　１…パチスロ、　２…外装体、　２ａ…キャビネット（本体）、　２ｂ…フロントドア
、　３Ｌ…左リール、　３Ｃ…中リール、　３Ｒ…右リール、　４Ｌ，４Ｃ，４Ｒ…表示
窓、　９…ドア本体、　１０…フロントパネル、　１１…液晶表示装置、　１１ａ…表示
部、　１２…腰部パネル（装飾パネル）、　１６…スタートレバー、　１７Ｌ…左ストッ
プボタン、　１７Ｃ…中ストップボタン、　１７Ｒ…右ストップボタン、　４１…主制御
回路、　４２…副制御回路、　５１…メインＣＰＵ、　８１…サブＣＰＵ、　１０１…装
飾枠、　１０１ａ…パネル開口、　１０２…保護カバー、　１０５…中央可動ユニット、
　１０６…左可動ユニット、　１０７…右可動ユニット、　５０１…外装カバー、　５０
１ａ…開口部、　５０２…装飾プレート、　５０３…透明カバー、　５０４…投光部材、
　５０５…発光部材、　５０７…左押圧部材、　５０８…右押圧部材、　５１１…上辺部
、　５１２…下辺部、　５１３…左辺部、　５１４…右辺部、　５１６…突起受け部、　
５２１…前面部、　５２２…下面部、　５２３…左側面部、　５２４…右側面部、　５２
４ａ…装飾部、　５２５…嵌合凹部

【図１】 【図２】
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